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「らぶはち」とは

ゆたかな暮らしの情報源として
誕生した、八王子の媒体です。皆
さまの暮らしがもっと楽しく、あ
たらしい発見があるように、八
王子の魅力を伝えていくように
心がけて参ります。

※本誌掲載の記事・写真・イラストなどの
無断転記を禁じます。
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 八王子商工会議所

まちづくり八王子
編集：一般社団法人
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まちのイベントで新生活満喫！

らぶはちオススメの情報

旬のはちやさいを食べよう

読者プレゼント＆アンケート

表紙

今号の表紙/本誌内でご紹介させていただいたお店の中から、

何人かのみなさまにご登場いただきました。

らぶはちでは、読者モデルの募集も行っております。

応募要項は本誌22ページをご覧ください。

らぶはち公式ツイッター

らぶはちの公式ツイッター
（h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
lovehachioji）が始動中！次号の
企画や八王子の情報をツイート
しています。ぜひ遊びに来てく
ださい。

行かなきゃ！みなみ野・富士森公園・滝山へ。

始めよう！あたらしい暮らし。 P.12

P.9

設置店リスト&プレゼント
応募はここからアクセス

携帯から
 GO！
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 まちのイベントで  新生活満喫!
楽しいイベント情報をお届けします。ご家族揃ってぜひお出かけください。
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※掲載したイベント情報は、2015年3月1日時点の予定内容です。
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JR八王子駅
オリンパスホール八王子

セレオ八王子

八王子
東急スクエア

京王八王子
ショッピング
センター

いちょうホール

西武信金
横山町公園

三崎町
公園

西放射線ユーロード

京王八王子駅

ユーロードの春 2015

西放射線ユーロード三崎町公園では、春になると木蓮の木が朱色の花を
咲かせ、ビルの谷間のまちなかに春の訪れを感じさせる。この朱木蓮の木
の下でミニコンサートを開催（13:00～）。コンサートの合間に先着200名
にお花をプレゼント（雨天中止）。また花の咲く時期にはライトアップも行
われる。美しい朱木蓮をぜひ観賞して。

3月29日（日）13:00～15:00
JR八王子駅北口　西放射線ユーロード三崎町公園

開催日
会　場

  問西放射線通り商店街振興組合　☎042-627-5556

2015 Spring welcome!

花と緑のまちづくりフェア  2015

花の即売をはじめとする各種フラワーイベントが開催され
る。野外で行われるジャズのミニコンサートやブラスバンド
の演奏などもあり、花と音楽で街を演出するイベント。美しい
生活文化が花開くまちづくりを実現するため、花と緑を育み、
美しい風景をみんなで共有する運動として『街に窓辺に花と
緑を』を目標にかかげて実施する。三崎町公園でアンケート
に答えるとお花のプレゼントあり（先着800名様）。イベント
に参加して、豊かなガーデニアライフを満喫しよう。

問八王子ファッション都市協議会（八王子商工会議所内） ☎042-623-6311

4月18日（土）・19日（日） 10：00～17：00（19日は16：00まで）
JR八王子駅北口 西放射線ユーロード

開催日
会　場

八王子花火大会　～ご協賛者を募集～

企業の宣伝や結婚・誕生日などの記念に、夏の夜空に輝く花火を
打ち上げてみませんか？ご協賛金額（予定）：単発（12cm等）
15,000円　スターマイン（7.5cm40発）150,000円
ご協賛特典：プログラムにご協賛者のPR文章を掲載、花火大会会
場内にてPR文章を読み上げ放送、花火大会にご招待（単発：招待
券１枚２名、スターマイン：招待券2枚4名）。プログラム発行部数：
17万部、新聞折込:16万7千部（昨年実績）。

花火大会8月1日（土）　　　　  5月下旬 開催日 応募締切
  問公益社団法人 八王子観光協会（お問い合わせ、お申し込み）
☎042-643-3115

八王子朝市  Hachioji marche

横山町公園付近で定期的に朝市を開催。市内
外からの採れたて新鮮野菜や、焼きたてパン、
おにぎり、そのほか美味しいもの、お花も販売
する。少し早起きしてまちなかへ出かけよう！

4月5日（日） 9:00～12:00
横山町公園付近

開催日
会　場
  問八王子朝市実行委員会事務局
  hachioji.marche@gmail.com

みずき通り　花と緑のフェスティバル

毎年春と秋に行われているみずき通り
フェスティバル。恒例の、女性ユニット
が歌やダンスを披露するイベント「ガー
ルズ・ユニットフェス」も開催する（現在
このコンテストの参加者を募集中。入
賞者には豪華賞品を贈呈。募集要項は
HPで発表）。また、毎回大好評である美
味しい食品の出店も行われ、こちらも見
逃せない。他、ストリートバンド、ワゴン
セール、こどもビンゴが行われ、和太鼓
「祭座」、フラチナリズムも出演予定。

  問みずき通り商店会
  info@mizuki-st.net
  http://mizuki-st.net/

4月19日（日） 11：00～17：00
みずき通り八日町交差点から本町交差点

開催日
会　場

第12回  八王子古本まつり

  問八王子古本まつり実行委員会   ☎&FAX 042-684-9119（古書げんせん館）
  http://blog.hachiojiusedbookfestival.com/

5月2日（土）～6日（水・祝） 10：00～19：00
JR八王子駅北口西放射線ユーロード駅前～中町公園まで

開催日
会　場

春と秋に開催される「八王子古
本まつり」が第12回目を迎え、東
京を中心に各地から20を越える
店舗が集結し書籍、骨董などの
販売を行う。今回の特集は「植物
（ボタニカル）」。ミニ盆栽やコケ
玉のコーナーもあり。好評のカフ
ェトークでは、今回も著名な作家
をゲストとしてお招きする予定。
ほかにも定番となっている地元
有名店ブース、手作りブースや
親子で楽しめる「えほん交換会
＆えほん読み聞かせ会」も開催
予定。また、八王子市内のバン
ド・八王子音楽祭協力による音
楽ライブなどの催しも。

春の
イベント
マップ
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アートムーチョ

春と秋の年2回、ユーロードに200組以上のアート作品
や手作り雑貨が並ぶイベント。個性豊かな一点ものの
作品に出会えるチャンス。横山町公園ステージでのラ
イブや、大道芸のパフォーマンス、手作りワークショッ
プなどもあり賑やかで年齢問わず楽しめるのも魅力。

5月16日（土）、17日(日）11:00～18:00（雨天中止）
八王子西放射線ユーロード全域、ライブ会場は横山町公園

開催日
会　場
  問アーティスト・サポート・カウンシル
☎050-5204-4997    http://artmucho.net/

ようこそ八王子へ…氷の彫刻

氷彫刻愛好者が、氷彫刻の技術の
向上に励むと同時に、市民、団体を
対象に数々のイベントを通じ、氷彫
刻の実体験をしてもらい、氷彫刻の
すばらしさを伝え、かつ、技術を普
及させながら、文化・芸術の振興、ま
ちづくりに寄与することを目的と
して開催する。

5月17日（日）10:30～16:00
八王子駅前銀座通り

開催日
会　場

  問八王子駅前銀座通商栄会
 http://www4.ocn.ne.jp/̃ginza802/

八王子音楽祭  2015 

八王子音楽祭は、自然豊か
な八王子、歴史ある八王
子、東京の西の文化の拠点
八王子を舞台に、音楽を愛
する者が集うフェスティバ
ル。平成27年度は、ゲーム
音楽フェス「4starオーケス
トラ」のほか、ホール、商店
街、カフェなどが連携して
多様なジャンルに渡って
音楽祭を開催する。

  問（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団  ☎042-621-3005
  http://www.hachiojibunka.or.jp/

4月18日（土）～5月17日（日）
いちょうホール・オリンパスホール八王子・学園都市センター等

開催日
会　場

音楽祭には一般市民も多数参加

ファニー･フェローズ･ジャズ･オーケストラも出演予定
http://www.ffjo.jp/

※ その他、街角やホールロビーなどの公共空間、
街中のカフェやライブハウスなど多数の場所
で様々な音楽家が演奏する予定です。

サンヴァンサン八王子2015

市内のワインを提供するカフェ、レストラ
ン、バーなどが合同でワイン・フェスティバ
ルを開催する（サンヴァンサンとはフラン
ス語でワインの神様の意味）。参加チケット
を購入すると、記念グラスの入ったストラ
ップを首から掛けて参加店を巡り、ワイン
の試飲が楽しめる。参加店ではワインと相
性のいいフードも用意される予定。今回が
第4回目の開催となる。

  問事務局：Brasserie BASEL  ☎042-648-0824

5月17日（日） 12：00～17：00（11：00受付開始）
市内の各参加店舗

開催日
会　場

～St.Vincent Hachioji～

詳細は公式サイトへ（参加店舗をご確認いただけ
ます）  http://st-vincent-tokyo.jp/
● 参加チケット（発売中） 
4,500円、前売り4,000円
　前売りは4月15日まで。
　各参加店、公式サイトからお求めください。
● イベント当日、参加チケットを購入した店舗
で記念ワイングラスとホルダーを受け取り、
参加店をめぐってワインをご試飲ください。

第２回 バルベリー八王子

八王子駅・京王八王子駅周辺の飲食店で6月7日～10日、食べ歩きなが
ら街を巡る「バルベリー八王子」が行われる。チケットを購入して参加
店舗で4日間（特別メニュー）をオトクに食べ歩くというイベント。初
めて出会う店、いつもとちょっと趣の違う店など、あなたの知らない
「おいしい八王子」がきっと見つかる！今年は昨年度より多くのお店が
参加する。

6月7日（日）、8日（月）、9日（火）、10日（水）
八王子駅、京王八王子駅周辺の参加飲食店

開催日
会　場

  問バルベリー八王子実行委員会（旭町7-11前野ビル３F「はちワイ」内）
☎ 042-634-8582
フェイスブック https://www.facebook.com/balberry802

〈 参加にはチケットが必要 〉
バルベリー八王子実行委員会事務局「はちワイ」のほか、参加各店、ネット販売、
八王子駅前のコインパーキング・シミズパーク24（旭町6-6）並びの「Yショップ」
などで販売する。チケットは5枚つづりで、価格は、前売り＝3,300円、当日＝
3,500円。フェイスブックで詳細、参加店舗、店舗マップをご確認ください。

フラチナリズム  ワンマンライブ

メジャーデビューも決定し、2014年12月28日からは札幌
で暮らしながら音楽活動を繰り広げているフラチナリズ
ム。4月10日の札幌ニトリ文化ホール（2,000人収容）での
ワンマンライブ開催にむけて武者修行中！5月には再び
八王子で大盛り上がりのワンマンライブを開催する。
チケット購入方法（オリジナルデザインチケット）
・2枚組ペアチケット 1セット 5,000円・1枚 シングルチケット 
3,000円。通信販売はfurachi@toilandmoil.co.jpまで。フラチナ
リズムが出演するライブ・イベント等の物販コーナーでも販売。
（一般）各種プレイガイドで発売中。

5月23日（土） 17：00 開場/18:00 開演
オリンパスホール八王子

開催日
会　場
 http://www.furachinarhythm.com/

「マチと人と時々フラチナリズムが紡ぐ八王子2000人のキセキ2」
～メジャーデビューだよ全員集合～



 https://www.facebook.
    com/matsuhime.mappy

今までの活動報告やこれからの
出演予定は、マッピーFacebookで

チェック！

場所

対象

マッピーと同じドレスを着て、マッピー本
人と一緒に写真を撮っちゃおう！参加して
くれたお友達には、ミニフラワー（＝生花一
輪）をプレゼント！！

マッピー＆キッズダンサーズによるダンスパフォ
ーマンス（2回予定）。マッピーのオリジナルダンスと
巷で大人気のようかい体操第一を踊ります！キッズ
ダンサーズは、おなじみのメンバーに加え市内ダンス
スタジオ「ハッピィ・トーク」の生徒との構成になります。

に会おう！
わたしは八王子の妖精「松姫マッピー」です。松姫さまのご遺志を継
いで、大好きな八王子をハッピーにするお手伝いにやってきました。
特技はみんなを笑顔にする魔法です。
八王子の皆さまと一緒に、笑顔があふれる街にしていきたいな！
応援してくださいね。

当日10時より下記会場にて整理券をお配り
します。（各回先着20名様）

2015年

4/18日
～19日

土

日

花と緑のまちづくり
フェア2015

イベント開催中に松姫マッピーが大活躍！

4月18日（土）、19日（日）
10:00～17:00（19日は16:00まで）

4月18日（土） 15時～15時45分

4月18日（土） 13時～13時45分
JR八王子駅構内コンコース
（改札出てすぐ、びゅうプラザ前付近）

JR八王子駅北口 
「西放射線ユーロード・
シルクレイズブース」
3歳頃～小学生くらいまで
のお子さま／参加費無料、
カメラを持って来てね！

19日（日） 11時～ 11時45分
　　　　　 13時～13時45分
　　　　　 14時半～15時15分

開催
期間

日時

日時
場所

マッピー
Facebook

松姫マッピーは、武田信
玄のご息女で八王子織
物の発展に貢献された松
姫さまをモデルにして誕
生した、八王子商工会議
所のゆるキャラです。

八王子商工会議所の敷地内に、マッピ
ー自動販売機が誕生しました！イエロ

ーとピンクの2パター
ン。とってもカワイ
イので皆さん見に
来てくださいね。

マッピー
自動販売機誕生！

JR八王子駅構内パフォ
ーマンス

なりきりマッピー撮影
会

  問八王子商工会議所 シルクレイズ事務局  ☎042-623-6311
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「Lilie リリエ」は「本気の創業塾」
卒業の女性グループ。「八王子の
元気を女性から！」との理念を掲
げ、メンバーの事業展開を相互に
サポートしながら、地域の女性起
業家のたまごを創業へ導く支援
活動を行っている。（「本気の創業
塾」とは、八王子市、八王子商工会
議所、サイバーシルクロード八王
子、多摩信用金庫との連携により
開催している起業家支援事業）。

主な活動は、メンバー講師による
「リリエ連続講座」、起業を考える
女性を応援する「プレ起業サポー
トプラン」、相互スキルアップの
ための「内部勉強会」、外部向けイ
ベントや公開講座など。

1月28日、講師に福森加苗さん（ア
イキャンディ株式会社・代表取締
役）を迎え女性起業家、経営者のた
めの女子力アップ講座を開催。リ
リエではこのような講座を今後も
開催する予定。

リリエメンバーの本
業は、講師・コンサル
タント系の業種か
ら、コミュニティー・
店舗系、製造業・IT系
の運営者まで多方面
にわたる。2015年2
月現在の所属は30
名を越え、結成3周
年を迎えた。

2月6日、八王子のとあるストリートで、たく
さんのキャンドルに火が灯された。色とりど
りのろうそくの前にはいつしか大勢のギャ
ラリー達が。これは八王子の女性起業家グ
ループ「Lilie リリエ」主催の「キャンドルナ
イトと雑貨の販売」と題されたイベントで、
他にもプレゼントにぴったりの雑貨やアク
セサリーの販売も行われた。バレンタイン
デーを前に、それぞれの思いを胸に過ごす
やさしい時間。行き交う人々の顔にはにこ
やかな笑顔が浮かんだ。
イベント開催場所／mille cafu ミルカフー
（スマホドック24八王子店 店内スペース 
八王子市中町3-14 ダイナシティ八王子1Ｆ）。

女性起業家グループ「Lilie リリエ」 広がるネットワーク。八王子の元気を女性から！

まちを照らす「キャンドルナイト」イベントが話題に。

行き交う人が足を止め、たくさんのキャンドルをそっと見つめる

イベントは「J:COMチャンネル八王子」
でも報道された

キャンドル作りワークショップには
子ども達も参加

とっても元気でほがらかなリリエメンバーのみなさん

市主催のイベントで作品・商品を発表

体験を踏まえた講師のお話は大好評！

メンバー作品の展示活動も常に行っている

ヘアアレンジレッスンの公開講座を実施

メンバーが創業の経験をレクチャーすることも

イベントではリリエのメ
ンバーが扱うステキな作
品・商品の展示販売も

ろうそくはキャンドルアーティスト丹裕子さん（リリエメン
バー）の作品

イベントの主催者はこちら イベント・講座も多数開催

 http://lilie802.net/　  https://www.facebook.com/lilie.hachioji
サイバーシルクロード八王子　☎ 042-639-1009 担当:仕舘（したて）
 八王子市明神町2-27-6
　 たましんブルームセンター４F
　 サイバーシルクロード八王子 「リリエ」

リリエメンバーによる講座を開催しています。お気軽にご参加ください！
詳細はホームページ、Facebookでお知らせしていきます。

「Lilie リリエ」八王子本気の創業塾女性部会

市民のみなさまにお伝えしたい、イチオシのグルメ＆
お買い物情報、魅力あるこのまちの話題をお届けい
たします。今回の情報は、八王子の女性起業家グルー
プ「Lilie リリエ」のご紹介。女性の力で「八王子のまち
を元気にしたい」と日々活動に取り組んでいます！

の情報
※オッペスとは、八王子で使われてきたなじみ深い言葉で「押す」「イチオシ」を意味します。
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八王子市内にあるイチオシのお店を投票していただき、得票数の多いお店をノミネート。総合的な審査基準を経て決定いたしました。

得票総数 2,371票・総店舗数 1,460店 （投票受付期間：平成26年10月1日～11月30日）

あなたが選ぶイチオシのお店
「飲食部門」4店舗、「小売・サービス部門」4店舗が決定！

■ 共催：西武信用金庫　■ 後援：八王子市、一般社団法人 まちづくり八王子、八王子市商店会連合会　■ 協力：（株）東京新聞ショッパー社
■ 問い合わせ：八王子商工会議所 042-623-6311

「スペイン料理といえばここ！本場仕込みのパエジャが絶品。（40代男性）」
本場スペインのパエジャコンテストで外国人部門の最優秀賞を獲得したこともある店主の大八
木さん。米一粒ひと粒に魚介の旨味が凝縮した「魚介のパエジャ」2人前2,980円は、リピーター
率NO.1。他、生ハムやアヒージョなどワインと共に楽しめます。

「昔から、家族でゆったりと食事を楽しみにきています。（50代女性）」
「いつきても変わらない、居心地のよいお店づくりを心がけています」とシェフの中山さん。地場
野菜を取り入れた季節感のある本格フレンチが楽しめる月替わりのランチコース1,900円 
（税別）が人気です。創業34年の歴史を感じる昔ながらの洋食メニューも充実。
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きっちん なかやま　NAKAYAMA
八王子市上柚木205　☎042-676-3409
11：00～21：00（L.O.）（ランチタイム11：00～14：00）
月曜（月曜が祝祭日の場合は営業、翌火曜休み）
あり　  ○
http://kitchen-nakayama.com/

上柚木会館
入口

由木西小
入口

アウトレット
パーク

上柚木公園 首都大

20きっちん
なかやま

スープカリー 奥芝商店 八王子田代城 　OKUSHIBA SYOUTEN

エル バレンシアーノ　EL VALENCIANO

八王子市子安町4-5-5
☎042-627-0134
11：00～14：30（L.O.）、17：30～21：00（L.O.）
日・祝11：00～19：30（L.O.）ともにスープが無くなり次第終了
月曜　 なし　  ×

八王子市明神町4-2-10 B1F　☎042-642-3160
ランチ11：45～14：00（L.O.13：30）火曜～金曜、
    ディナー18：00～22：30（L.O.21：00、但し金土はL.O.21：30）
なし　 日曜、第1・3月曜
※3/17（火）～4月いっぱいはランチ休み　  ×

マードレ イタリアーナ　madre italiana
八王子市梅坪町59-1
☎042-696-3211
10：30～20：30、ランチタイム11：00～17：00
なし　 27台
 ×

南多摩高校甲州街道

160

税務署
入口 八王子

中央自動車道

谷地川

16
道の駅
八王子滝山

「スープのうまさがクセになる。並んでも通いたいお店です。（30代男性）」
行列必至、一度食べると、また食べたくなる奥芝商店のスープカリー。ベースとなるエビスープ 
（＋150円）が濃厚な味わいの「海老の宝石箱」1,650円には具材にも5種類の海老が入っています。
「記憶に残る時間を提供したい」と語る店主の田代さんが、見て感動、食べて感動の一皿を提供。

「のんびりくつろげるので、よくママ友とランチに行きます。（20代女性）」
「楽しくて、美味しくて、くつろげるレストランとして、ずっと愛される店を目指しています」とオー
ナーの石田さん。ランチタイムは11時～17時とゆっくりでき、メインをパスタ17種類、釜で焼く 
ピザ10種類から選べて、サラダ、前菜、デザート、コーヒーが付いて1,100円～と嬉しい価格。



■ 主　催： 八王子商工会議所 商品･メニューの価格は平成27年２月末日時点での金額です。19 2015 spring

パティスリー タツヤ ササキ　TATSUYA SASAKI
八王子市散田町3-6-3  ☎042-665-8528　
火曜～土曜11：00～19：00、日曜～18：00
月曜 ※1・2月は火曜も定休日（チョコレート製造のため）　　
2台
 ×　

ブラウエンベルグ　Blauen Berg

絲の店　くればやし   KUREBAYASHI
八王子市横山町19-2　 ☎042-642-1681　
10：00～19：30、休日10：00～19：00
水曜
あり（3000円以上お買い上げの方は共同駐車場が1時間無料）
 ○

ぶーる・ぶーる・ぶらんじぇり　Boule Beurre BOULANGERIE

「どのパンもハズレなし。ハード系のパン好きにはたまりません。（30代女性）」
噛みごたえがあり、小麦の味わいをしっかりと感じるバゲット290円やフリュイ290円、季節のフ
ルーツを使ったダノワーズ260円などハード系のパンが毎日70種類ほどが並びます。「地域に
根ざしたお店にしたい」と八王子産の食材も積極的に使用。毎日食べてもあきない美味しさ。

エルシィ

サイエンス
ドーム八王子

ジョナサン

甲州街道甲州街道

秋
川
街
道

秋
川
街
道

八幡町
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32
ブラウエンベルグ

ユーロード

み
ず
き
通
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八日町

JR八王子駅

甲州街道甲州街道

み
ず
き
通
り

み
ず
き
通
り

八日町八日町

JR八王子駅

西武信金 ユーロード

ユーロード

ぶーるぶーる
ぶらんじぇり

ユーロード

ユーロード

甲州街道甲州街道
横山町
郵便局前JR八王子駅▶

八王子
駅入口

JR西
八王
子駅

JR中
央線

南口

デニーズ

パティスリー
タツヤ　ササキ

「焼いたり茹でるだけで、手の込んだ1品に。重宝しています（50代女性）」
厳選した高品質なお肉を、ドイツ製法により一つひとつ手作りするハム・ソーセージのお店。国際
コンクール金星賞受賞の「ベーコン」100g358円（税別）などの定番商品から、おつまみにしたい
逸品も豊富。「これからも地域に親しまれるお店であり続けます」と店主の青山さん。

八王子市平岡町28-12   ☎042-626-1972　
10：00～18：30 月曜・第1火曜　
近くにコインパークあり（コインをお渡しします）
 ×　

http://b-berg.com/tenpo.html

八王子市横山町16-5
☎042-626-8806　
10：00～19：00 月曜・火曜・水曜 　
契約コインパーキングあり
 ×　

「お土産だけでなく自分のためにも、つい寄って買ってしまいます。（40代女性）」
「まだまだ作りたいものがたくさんある」と情熱を傾ける若きパティシエオーナー佐々木さ
ん。伝統的なフランス菓子作りを大切にしながら、季節のフルーツタルト380円～、焼菓子、
自家製ジャム、チョコレートなどを販売。どれも外れなしの自信作が並んでいます。

「手芸初心者の私にも、丁寧に相談に乗ってくれて安心でした。（30代女性）」
ボタン、針、糸、毛糸、ビーズ、手芸専門誌等、手芸に関する商品が揃う、明治から続く老舗の手芸
屋さん。専門的な知識を持つスタッフがいるので安心です。平日週4日13時30分～17時まで無
料で編み物教室も行っています。「手芸のことなら何でも相談にいらしてください」と紅林さん。



00



● 食育活動「お店屋さん」の日です●

■チョコレートパフェ
カステラをお子様の一口大に切り、５～６個程度をカップ容器に入れる。
その上にホイップクリームを適量絞る。苺１個を縦４等分に切り分け、ク
リームの上から周囲に飾る。ビスケット１枚を脇に置く。チョコレートソー
スを適量かける。

■バナナパフェ
チョコフレークをひとつかみカップ容器に入れる。その上にホイップクリ
ームを適量絞る。バナナを1cm以下に輪切りにし、３切れをクリームの上
から周囲に飾る。チョコレートポッキーを2本、左右に挿して飾る。カラー
スプレーを適量ふりかける。

■ブルーベリーパフェ
コーンフレークをひとつかみカップ容器に入れる。その上にホイップクリ
ームを適量絞る。ブルーベリーを８粒くらいクリームの上から周囲に飾
る。チョコレートポッキーを2本、左右に挿して飾る。ブルーベリーソース
を適量かける。

※ホイップクリームの代わりに、生クリームを使うのもおすすめ。
材料・・・・・・ 生クリーム200ml、グラニュー糖・・・・・・ 大さじ2（30g）
　
泡立てるボウルよりひと回り大きいボウルに氷水を入れる。ボウルに生
クリームとグラニュー糖を入れ、一気に泡立てる（事前に器具も冷蔵庫で
冷やしておくとよい）。クリームの絞り袋をご用意ください。

材料（それぞれ１個分） つ くり 方
■チョコレートパフェ
　カステラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 適量
　ホイップクリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 適量
　苺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 中粒１個
　ビスケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 1枚
　チョコレートソース ・・・・・・・・・・・・・・･ 適量

■バナナパフェ
　チョコフレーク・・・・・・・・・・・・･ ひとつかみ
　ホイップクリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 適量
　バナナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 適量
　チョコレートポッキー ・・・・・・・・・・・・・･ 2本
　カラースプレ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 少々

■ブルーベリーパフェ
　ブルーベリー ・・・・・・・・・・・・・・・･ ８粒くらい
　コーンフレーク ・・・・・・・・・・・･ ひとつかみ
　ホイップクリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 適量
　チョコレートポッキー ・・・・・・・・・・・・・･ 2本
　ブルーベリーソース ・・・・・・・・・・・・・・･ 適量

お子様でも持ちやすいプラスチック製の
デザートカップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 人数分
パフェ用のスプーン（お子様が使いやす
い長さの物）もお店の雰囲気が出ます。

（手前）苺をあしらったチョコレートパフェ、
（左）バナナパフェ、（奥）ブルーベリーパフェ

八王子市内でも野菜や果物を栽培している生産者がいます。
後継者も少なく生産業務は重労働ですが、地元産の美味しい野菜を
守ろうと日々真心をこめて生産しています。

八王子でも生産されている苺などの果物を使って、お子様と一緒にパフェづくりを楽
しんでみませんか？ 大人が材料を切り分けて用意し、カップの中に飾り付けるのはお
子様の役割り。パパやママがお客さんになって注文すれば、お子様がパフェ屋さん
気分になれます。３種類違うパフェをつくる楽しみ、自分でつくって食べる楽しみも！

 お子様といっしょにつくる

「３種類のミニ・パフェ」

 八王子市大和田町7-6-17　☎ 042-646-7835
設置主体名称 ： 社会福祉法人 省我会
入園対象児 ： 産休明け～小学校就学前　入所定員数：100名
クラス編成：ちっち組（0歳児）、ぐんぐん組（1歳児）、にこにこ組（2歳児）、
わいわい組（3歳児）、らんらん組（4歳児）、すいすい組（5歳児）
 http://www.seiga.ed.jp/

省我保育園では「食」を保育の一環としてとらえ、栄養のバランス
を図るだけでなく、将来にわたって豊かな食生活・食文化を作り出
していけるような基礎を培う工夫をしています。栄養士が中心と
なって、子ども達の年齢に応じた調理保育・料理保育などの食育
活動に取り組んでいます。

省我保育園では、食と人間関係を学ぶため、「お店屋さん」が年に１
度あります。年長児すいすい組が「何のお店をやりたいか？何をつ
くりたいか？」話し合い、当日の役割分担も自分たちで決めます。5歳
児が調理係・レジ係を務め、年下の子ども達がお客さんになってお
店に並びます。３種類のパフェからひとつを選びレジで注文。園児
達は選択することを経験します。調理係は料理を手づくりする喜び
を体験します。

●  省 我 保 育 園 の レ シ ピ で す！  ●

省我保育園（せいがほいくえん）

栄養士・職員の指導のもと、園児達がパフェ
を手づくり

レジ係がパフェを手渡し。
「おまたせしました」と挨拶も

21 2015 spring



22

編集後記

個人情報の取扱について

広告に関するお問い合わせ
八王子商工会議所（広告担当：北島まで）☎ 042-623-6311（代）

気持ちの良い春の予感にウキウキする毎
日。春は、新しい生活を始めるのにぴったり
な季節。転勤、結婚、一人暮らしなどをきっ
かけに、環境が変わるとき。この春にふさわ
しい、新しい自分、新しいお店、新しい八王
子を探しに、らぶはちを片手に、まちへくり
だしましょう。最後に、取材にご協力頂いた
皆様にお礼申し上げます。

・ご記入いただく個人情報は、今後の誌面作りの参考、プレゼント発送、選考資料、
当所からのご案内、情報提供、統計資料、マーケティング資料作成および当事者に関
する研究・企画開発に利用することがあります。ご本人の承諾がある場合を除き、上
記目的以外で個人情報を利用したり、第三者に提供することはありません。
・アンケートの集計結果は、個人を特定できない形で第三者に開示することがあります。
・ユーザーサービスを行うため、個人情報の取り扱いに関する契約を締結した上で個
人情報を取り扱う業務の一部、または全てを委託する場合があります。

次回の  　　　 　　は

 2015年6月下旬
発行予定！

※発行日は予告なく変更する場合がございます。

プレゼント
携帯電話で
QRコードを
読み取りご応募
ください アンケートに答えていただいた方の中から抽選で、プレゼントを差し上げます。

ぜひ、ご意見・ご要望をお聞かせください。みなさまのご応募お待ちしています !

アンケートに
こたえて

プレゼントを
もらおう！

KOGUMA
「マグカップ、ティッシュカバー」

TASSE
「ベビーギフトのセット」

問 ベーカリー＆カフェ KOGUMA
☎042-696-5226
HPhttp://www.kogumahome.co.jp/bakery-cafe/

問 TASSE　☎042-636-3362
HPhttp://www.tasse-tasse.com/

本誌11ページで紹介のベーカリー＆
カフェ KOGUMAには雑貨ショップも
あり。おしゃれなマグカップ（1名様）ま
たはティッシュカバー（1名様）をプレ
ゼント（どちらが届くかはお楽しみ）。
お店には照明、木製家具、インテリア
雑貨、キッチン雑貨など可愛くてリー
ズナブルな雑貨がぎっしり！

本誌9ページで紹介のTASSEか
ら、「ガーゼのハンドタオル＆ナ
ノコートの赤ちゃんスプーン」ま
たは「ベビー用スタイ＆髪のパッ
チン」をプレゼント（どちらのセ
ットが届くかはお楽しみ）。
TASSEには、このようなベビー
グッズがさまざま揃っています。
プレゼントにも喜ばれそう！

2名様

BICASA
「スイッチプレート」

問 BICASA　☎042-655-6584
HPhttp://www.bicasa.jp/

大抵の一般住宅の場合、既
存の取付金具に取付する
ことができます。取付金具
にスイッチプレートをプレ
ートねじで取付けます。

本誌12ページで紹介のBICASAから、部
屋の雰囲気を変えるスイッチプレートを
プレゼント（１名様に１個。どれが届くか
はお楽しみ）。簡単なＤＩＹ作業で、あなた
の個性を表すお部屋にイメージチェンジ
を。 BICASAでは他にもグリーンやラグ、
クッションなどお部屋に置きたくなるア
イテムがいっぱい！

３名様

2名様

応募方法 ア ン ケ ー ト

八王子在住の方で、顔と全身の写ってい
る写真を数枚（写真は最近3カ月以内に

撮影したもの）を、郵送またはメールで氏名・年齢・職業・住所・電話番号を明記
して、下記住所までお送りください。
送り先：〒192-0062 東京都八王子市大横町11-1　八王子商工会議所  北島まで
　　　　 kitajima@hachioji.or.jp

読 者 モ デ 募ル 集

Q1.「らぶはち」をどこで手に入れましたか？ （入手先を教えてください）
Q2.特集 「らぶはち」の表紙の印象はどうでしたか？（その理由も教えてください）
Q3.  特集「おいしい春気分」 P6～13はいかがでしたか？
　   （その理由も教えてください）

Q4.  「 おもしろい＆興味を持った」というページ と理由を教えてください。
Q5.  「らぶはち」で取り上げてほしいお店や、のせてほしい情報を教えてください。
（その理由も教えてください）

Q6.  「 らぶはち」をご覧になって自由なご意見ご感想をお聞かせください。

【締め切り】 2015年4月16日（木） （ハガキの場合は当日消印有効）
【ハガキでの応募先】 〒192-0062　東京都八王子市大横町11-1
　　　　　　　　　 八王子商工会議所 らぶはちプレゼント宛
【必要事項】 氏名／性別／年齢／職業／未婚・既婚（子供人数）／
　　　　　 郵便番号・住所（建物名・号室まで）／
　　　　　 TEL（自宅・携帯）／プレゼント番号

● お一人様一通のご応募。※複数お送りいただいても無効となります。
● 確実にプレゼントをお届けするために、住所・氏名・年齢などは正確にご記載ください。
　※不備があるとお届けできない場合があります。
● プレゼント当選者の発表は、個人情報保護法により公開しておりません。商品の発送
をもって代えさせていただきます。なお、個人情報の取扱については同ページ「個人情
報の取扱について」をご確認ください。

1.  上記ＱＲコードの携帯電話専用サイトからアンケートにお答えいただき
　 ご応募ください。
2.  官製ハガキで応募の場合は、下記の必要事項とアンケートを
　 ハガキ裏面にご記入の上、下記までお送りください。

フラチナリズム
北海道限定の「オリジナルグッズ」

問 フラチナリズムの公式サイトへ
HPhttp://www.furachinarhythm.com/

北海道札幌市で活動を展開中のフ
ラチナリズムさん（本誌15ページ
にワンマンライブ情報を掲載）か
ら、プレゼントが届きました。どれ
も北海道限定のものばかり！❶北
海道限定発売Tシャツ、❷4月10日
ニトリ文化ホールサイン入りポス
ター、❸北海道限定タオル。各１名
さまに（どれが届くかはお楽しみ）。

❶

❷

❸

3名様
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