
『柏おやじ図鑑』にみる

“埋蔵金おやじ” 
  発掘講座

柏市地域づくり推進部 
地域支援課 
地域づくりコーディネーター 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自己紹介1
❖ 大学卒業後、日本エディタースクー
ル昼間部卒業

❖ 東邦大学で、入試広報を中心に勤
務。2005年退職、柏市へ転居。

❖ 「本まっち柏」など、地域の活動
を始める。

❖ 2013年6月公募により、現職。同
年より「オヤジ☆イノベーション」
を担当。「柏おやじ図鑑2013年採
集見本版」企画編集発行

柏市地域づくり推進部 
地域支援課

地域づくりコーディネーター 
所　英明



自己紹介２

❖ 隣りの方（近くの方）と、 
❖ 名前と住んでいる場所（柏市、とか、○○町とか） 
❖ 今日この講座に参加したわけ 
❖ を共有してください。 
❖ ひとり、１分ずつ、でお願いします。



ちょっと、アンケート
❖ 現役サラリーマン（ウーマン）の方、は手を上
げて下さい。 

❖ サラリーマンは卒業しましたという方、は手を
上げてください。 

❖ 何らかの地域活動を始めている方、は手を上げて
ください。 

❖ まだ始めていないが、これから地域活動を始めよ
うかと考えている方、は手を上げてください。



パート１ 
社会とつながって生きるには？



60歳男性の平均余命は、何年ありますか？

男性の平均寿命が初め
て60歳を越えたのは、
1951年のことでした。
当時の定年が55歳だっ
たとしたら、引退後少
しすれば、お迎えが来
る、というイメージだっ
たと考えられます。



60歳男性の平均余命は、何年ありますか？

❖ ところが、2014年、
日本の男性の平均寿
命が80歳を越えまし
た。60歳男性は、仮
に定年退職したとし
て、その先に約20年
の平均余命を持つ時
代になりました。

20年



どう生きるか、イメージできますか？

❖ 平均寿命の伸びがあま
りに急激だったので、
意識や生活がそれに追
いついていないと考え
られます。

❖ 具体的にイメージでき
ない人が多いようです。

？ ？



どう生きるか、イメージできますか？

❖ ある会社に早期退職制度ができ、50代の同期社員の間
でその制度を利用して定年を待たずに退職するのは損か

得か、の議論が大いに盛り上がったことがあったそう
です。 

ところが、それでは「辞めて何をするのか」の話題にな

ると、その場は急に静まり返った、ということです。



会社を辞めてから何をするか、決まっていますか？

自営業や、フリーランスの仕事をされている方は別ですが、 
会社等の団体に勤められている方は、なるべる早い段階で準備を

生活の基軸が 
会社から自分の住む地
域に変わります



探しものは何ですか？　見つけにくいものですか？

❖働き続ける 
❖ハローワーク
❖セカンドライフ応援窓口

❖社会貢献/地縁活動 
❖市民活動センター
❖ボランティアセンター（社協）
❖近隣センター
❖町会・自治会・ふるさと協議会

❖好きな趣味等



「地域デビュー」をしてみませんか？

❖ 内閣府の調査によれば、60
歳代ではボランティア、
NPO法人など地域活動への
参加状況について、６割を
超える人が参加意欲を持って
いるものの、実際に参加し
ている人は１割程度となっ
ている。

35%

53%

12%

現在参加している
今後参加したい
今後も参加したくない

資料:内閣府「平成16年国民生活白書」より



「地域デビュー」をしてみませんか？

❖ 60歳代の5割を超える人が参
加意欲を持っているものの、
地域の活動に踏み出せない
でいる、ということがわか
ります。

35%

53%

12%

現在参加している
今後参加したい
今後も参加したくない

資料:内閣府「平成16年国民生活白書」より



なぜ、「地域デビュー」に踏み出せないのか？

❖ 地域で自分に何ができるの
か、地域が何を求めている
のか、わからない？ 

❖ 思いきって飛び込む勇気や、
意欲がない？ 

❖ 面倒くさいし、しがらみが
出来ない方がいい？

？

あなたは、どうですか？



なぜ、「地域デビュー」に踏み出せないのか？

❖ 総務、営業、企画、開発、会計、人事…。会社が生き
延びるための専門的スキルは持っている。しかし、

❖ サラリーマンは、社会（地域）と直接的につながってい
なかったのではないか。

❖ 　→社会（顧客）のニーズは会社が用意してくれた 
　→社会（地域）のニーズがどこにあるのか知らない



地域とは　─町会の場合─

❖ 祭り、運動会、敬老会、自主防災、冠婚葬祭の助力

❖ 道路・交通、防犯・防災、地域環境などの行政機関への要望と
りまとめ

❖ 回覧板の回送、防犯灯の設置管理、ごみ集積場の管理、共同募
金や社会福祉協議会への協力

❖ 委嘱委員の推薦（民生委員、児童委員、国勢調査員、投票立会
人、消費生活コーディネーター、健康づくり推進委員…等）

地域住民の自治組織



地域（町会）の課題…

❖ 町会未加入者が増えている。高齢・病気・近所付き合い
の希薄化、等の原因で退会の申し出が増えている

❖ 役員のなり手がいない。高齢化が進んでいる
❖ 民生委員ほかの委員のなり手がいない
❖ 災害発生時の緊急事態対応が明確化されていない
❖ 空き家、空き地問題
❖ ゴミだしトラブル
❖ 孤独死、通学路の安全、野良猫の増加…など。

少子高齢化の進行



つながりどころはたくさんある 

のかもしれない

だとしたら



社会とつながって生きる

❖ 50代からと言わず、30代、40代から定年後を考え、イ
メージする機会を持ってみる 

❖ 「社会（地域）のニーズ」を、「自分の得意技」と結び
つけてみる 

❖ 振り返れば、就職したときも、意欲と勇気だった？ 
❖ もう一度、ひと、地域、社会とつながって生きる



（意欲 ＋ 得意技） ×   地域のニーズ  
＝ 生涯現役

地域のつながり方程式



かく言う　自分の場合は
❖ 約10年前、柏に戻り、某私立大学の職員を退職

❖ 父の介護と、自営業の道をさぐる。父逝去

❖ 改めて、柏の魅力に気がつく。手賀沼、柏の葉

❖ 初めてのボランティア→アルバイト

❖ 軒先ブックマーケット「本まっち柏」→地域の活動

❖ 市民大学、広報かしわ→地域づくりコーディネーター



二足のわらじ
❖ 地域活動 

❖ 本まっち柏 
❖ 柏まちなかカレッジ　ほか 

❖ 地域づくりコーディーター 
❖ オヤジ☆イノベーション　ほか

おやじ実行委員会

柏おやじ図鑑



試行錯誤中



ゲーテ

“ 報酬はお金より、 
好きなことをしている愉しさと、 
人の役にたっているという充実感。 
できるだけ無理はしない。 

好きなことを、地域に役立つ形で。 
辛くなったら、止めてみる。”

─── 
ぼく



パート２ 
図鑑にみる“埋蔵金おやじ”たち 
─地域とつながって生きる、には？─

35%

53%

12%

現在参加している
今後参加したい
今後も参加したくない



仮説→オヤジ☆イノベーション
❖ 地域に埋もれたままの男性（＝“埋蔵金おやじ”）の力を掘
り起こせば、地域はもっと豊かになるのではないか。

❖ おやじの地域デビューを促す事業（総称・オヤジ☆イノベー
ション）を行い、埋蔵金おやじを発掘！

❖ 埋蔵金おやじが地域デビュー。町会の役員や委員のなり手
不足、地域活性化の担い手不足の解消へ！



何をやる？
❖ オヤジ☆イノベーション（イベント）

❖ おやじの日制定記念イベント「おやじの夏祭り」

❖ 柏おやじ図鑑

❖ 各種広報活動

❖ 人材発掘セミナー

❖ ほか



主催・共催

・柏市

・オヤジ☆イノベーション実行委員会

・アミュゼ柏（指定管理者　アクティオ・東葉ビル管
理・シグマ共同企業体）
※企画、イベント内容によっては市と切り離して実行委員会だけで
企画を進める/イベントを実施するなど、役割分担をして進める



過去のイノベーション1

オヤジ☆イノベーション

開催日時：平成２５年１２月１４
日（土）１３：３０～１６：３０

開催場所：中央公民館

参加者　：約１００名

備　考　：同日「柏おやじ図鑑２
０１３年採集見本版」を発行



過去のイノベーション2

オヤジ☆イノベーション２０１５

開催日時：平成２７年　２月　７
日（土）１３：３０～１７：００

開催場所：アミュゼ柏

参加者　：約１２０名

備　考　：同日「柏おやじ図鑑２
０１５年版」を発行



おやじの夏祭り2015

開催日時：平成２７年　８月　２
日（日）１０：００～１７：００

開催場所：柏駅東口ウッドデッキ

おやじたちによる実行委員会の自
主企画として開催。ダンス、音楽、
大道芸などのパフォーマンスや、
子どもたちにストーンアートなど
の遊び場を提供しました。

広報かしわ



オヤジ☆イノベーション2016
オヤジ☆イノベーション２０１6

開催日時：平成２８年２月１３日（土）１３：３０～１７：００

開催場所：アミュゼ柏

　・会議室Ａ

　・会議室Ｂ～Ｃ / 幼児室　  
    ・クリスタルホール 
        / プラザ / リハーサル室  
        / 調理室　　　　　　

来年



朝日新聞、NHK等から取材

http://www.nhk.or.jp/chiba/videonews/hirumae_150826.html


柏おやじ図鑑

2013.12発行（20頁、1,000部）
「柏おやじ図鑑2016」企画中

2015.2発行（32頁、2,500部）

台割り



図鑑で何を目指すのか

❖ 地域に仲間がいない男性等の地
域デビューを促し、きっかけに
なるような媒体

❖ 既に活躍中の男性の活動紹介と、
更なる活性化の奨励

❖ お茶目で親しみやすいデザイン
による地域男性のブランド化と
市民やマスコミへの浸透 MacのPagesとPhotoshopで作成



2015年版の構成

表紙 エンタメ目
目次 

凡例

市長 
実行委員長 

挨拶

コミュ活目 地縁目 まち活目

学び目 子活目 自然目 前回の 
記録

おやじ関連 
団体リスト

ポスター 
掲示等 
協力店 
リスト

裏表紙



元気なおやじを紹介する















納村さんに聞く 

地域とつながって生きる、には？



納村健治さん
NPO法人「チームまつば」  
2012年～ご縁カフェ・まつばＲ 
　　　　店長



活動団体リスト
個人情報へのアクセスは、出来るだけ避
けて、関連する団体から、つながれるよ
うに配慮している。



配布先等

配布先 部数
柏図書館 30

新星堂書店 10

アミュゼ柏 50

かしわインフォメーションセンター 50

市民活動センター 50

近隣センター計 200

ふるさと協議会連合会フェスタ用 50

柏コミュニティカレッジ 10

東京大学 10

県民プラザ 30

セカンドライフ応援窓口 50

浅野書店 75

日本橋学館大学 10

ハックルベリーブックス 10

ご縁カフェ　まつばＲ 20

キネマ旬報シアター 50

柏二丁目酒場 10

道の駅しょうなん 40

2,500部作成

ほか



広報・セミナー　ほか
❖ 市役所内の記者クラブ

❖ オヤジ☆イノベーションのfacebookページ

❖ 「おやじの夏祭り」のHP、facebookページ

❖ 人材発掘セミナー 『柏おやじ図鑑』に見る“埋蔵金おや
じ”発掘講座　11/7

❖ 柏市役所HP（図鑑データのダウンロード）



活躍中のおやじ

埋蔵金おやじ



“柏を元気なおやじの繁殖地に”



付



市民活動センターから、 
市民交流センター（仮）へ 
（2016年5月オープン予定）



情報サイト

市民活動 就労支援



おわり


