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いなぎ市民活動 錮 瓦

昨年 12月 4日 に「 いなぎ市 民活 動フォーラ

ム 2016」 を開催しました。

テーマは―昨年に引き続き「食べてつながる」

で、右記の内容を行いました。

毎年恒例の市民活動フォーラムは、市民活動サポー トセ

ンターの中でも最も大きなイベン トで、今年も多くの市民

にご
｀
参加いただきました。

数年前からテーマを掲げ、「請演」 +「来場者全員で話

し合うトークカフェ」というスタイリレで開催しており、今

回のテーマは、一昨年から引き続き「食べてつながる」で

した。食を通じた集いの場づくりについて、事例を聞いた

り自分たちでもアイデアを出し合つたり、という 4時間

を過ごしました。

また、通年で続けてきた「稲城 ちゃぶ台キャラバン」

の取り組みの報告や、「カフェタイム」という、軽食をい

ただきながら雑談ができる時間を設けました。「支えあう

会みのり」の皆さんが用意してくれた、ひじきごはんや数

種類のケーキ、その場で流れてくれるおいしいコーヒー等
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カフェタイム

「稲城ちゃぶ台キャラバン」の報告

竹之内さんの講演

稲城でどんなことをしたいか話し合い

と、ちょつとしたおしゃべ りの時間をフォーラム開始前に

楽 しみました。

今回の講演 は、okatteに しおぎのオーナー・竹之内祥

子さんにお願いしました。「okatteに しおぎ」のコンセプ

トは「つ くつて食べる
｀
みんなのお勝手

″
」。食を中心とし

たメンバー制の台所 と食卓、2階はシェア八ウス として運

営 しています。持ち寄 りでご
｀
飯を食べた り、小商いを試す

場 として利用 したり、小さなイベン トを開催 したり…。メ

ンバーそれぞれがや りたいこと、得意なことを持ち寄 り、

形作られている集いの場のお話を伺いました。

フォーラム最後のプログラムは、 トークカフェ。

請演やちゃぶ台キャラノヾンの報告を参考にしつつ、稲城

で「どんな食を通じた集いの場をやつてみたいですか」を

テーマに、アイデアを出し合う時間です。 最近よく話題
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にあがる「子ども食堂」の話から、大人も集える場所が少

ないといつた意見、年明けから大人の溜ま り場を始めま

す ′といった力強い声もあつた り、地域ご とにちやぶ台

キヤラバンを開催 したらいいのではという意見もいただい

たり、様々なアイデアが生まれました。

市民活動サポー トセンターとして 「集いの場をつ くりた

い人」、「応援できる人」、「参加 したい人」、そ して「それ

を実現できる場所」を上手につないでいくことが、これか

らの課題なのではないかと感 じました。

来年以降のちやぶ台キャラノヽンで、形にできたらいいな、

と思います。

「稲城ちゃぶ台キャラバン」の報告

毎年開催 している市民活動フォーラムですが、一昨年

までの 3年間は「人と人が出会 う まちの縁側づ くり」

をテーマとしていました。「まちの縁側」を取 り上げて

みて気付いたことは、みんなが集まり食べた り飲んだり

することが人を結びつけるのにとても大きな役害」を果た

しているということで した。そこで、稲城市内のあちこ

ちで「食べて つながる場」を作つていくプロジェク ト

を「稲城ちゃぶ台キャラバン」と名付けました。

第 1回「みんなで餃子を作 ろう」

～ 2015年 8月 22日
最近、一人で食事をする子供や高齢者が増え、「孤食

の問題」が取り上げられることが多くなりました。まず

は自分で料理が出来るようになることが大切、と考え、

今まで包丁など握つたことの無い男性が餃子を作れるよ

うになつたらいいな、との思いで第 1回キヤラバ ンを

企画 しま したが、参カロした男性は料理上手な方ばか り。

私たちのもくろみは外れましたが、みんなで美味しく餃

子をいただきました。

第 2回「稲城の璽予菜で芋煮会  農家さん と語ろう」

～ 2015年 11月 15日
平尾団地の「喫茶ポーポーの木」で開催しました。参

加者は、野菜農家さんや初めてお会いする方が多かつた

のですが、一緒に料理をするうちにすつかり打ち解けて、

地産地消の話や味噌などの保存食を作つてみたい、など

次につながる話も出ました。

第 3回「ヨモギ摘みと草餅づくり」

～ 2016年 3月 19日、3月 30日
「め ぐみの里山」にヨモギを摘みに行き、稲城市地域

包括支援センターの 「ふらつと cafe」 で草餅を作 りま

した。あんこを丸め、つきたての餅をのばしてあんこを

包みます。さすがに年長者は上手でした。

第 4回「子 どもたち と作つて食べ よう」

～ 2016年 7月 19日
″
おにぎらず

〃
は自分の好きな具材を入れるので、色合

いも味もいろいろ。餃子は丸いボールのようなのもあり

ましたが、自分で作つたものは美味しくて完食しました。

野菜農家さんと食卓を囲んで 地域の高齢者の方たちと草餅づくり 自由な発想で餃子を作る子供たち
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漢

つくつて食べる

みんなのお勝手からはじめる

“まち暮らし"

「okatteに しおぎ」は、かつて自分たち家族が住んでい

た家をリノベーシ∃ンして、2階に 4室のシェア八ウスを、

1階には「食」がテーマのパブリックコモンスペースを設

けた、まちに開かれたオープンな場所です。

1階のパブリックコモンスペース (以下「コモンスペー

ス」)には、料理のプロでも満足できるようなシェアキッ

チン (飲食・菓子製造営業許可を取得済み)と土間がある

のが特徴で、ここで皆が集まつて一緒に作つて食べるだけ

でなく、販売用のお菓子などを作ることもできます。

すなわち、つくつて食べる、みんなの
″
お勝手

″
です。

この他に、コモンスペースには、子ども連れでも利用し

やすい、フレキシブリレな板の間と畳スペースがあります。

気になるのは、資金のことも含めて、このコモンスペー

スをどういう仕組みで回しているかということでした。

○仕組み 1(メンバー制)。 ,・鍵を開けて入れる

基本的にはメンバー制になつていて、月 1′ 000円の会

費を払う通常メンバーと、ここで商品作りのできる小商い

メンバー (月 2万円の Aメ ンバーと月 6千円の Bメ ンバー)

とがあり、現在 100人強のメンバーがいるということで

した。

メンバーになると自分で鍵を開けて、中に入ることがで

きます。予約なしの場合は 1日 100円 、予約して占有的

に使用したい時には別に予約料金が必要になります。

○仕組み 2(使い方)・・・予約、立ち寄り、okatteアワー

昼間 (10:00～ 18:00)は空いていればメンバーは

いつでも立ち寄つてのんびりすることができます。ただし、

1日 100円 (キ ッチン利用は+200円 )必要です。

夜 (18:00～ 21:00)は、月～木が okatteアヮーで、

夕飯を作つて食べます。金～日は予約利用ができ、予約が

なければ okatteアヮーになります。

○仕組み 3(予約と情報の共有)・・・グループウエア (サイ

ボウズ)で予約・交流・情報の共有

カレンダーで予約ができ、その1青報をみんなで見ること

ができます。また、掲示板があつて、そこで会員同士のコ

講師 :竹之内祥子さん

(okatteにしおぎ主宰)

ミュニケーシ∃ンを図つてもいます。

メンバーには多様な職業の方がいて、年代的には 30代

が中心。比較的女性が多く、食やコミュニティ、社会、文

化への関与度の高い方が多いということでした。

従つて、ここで様々な化学反応 (音楽会・映画上映会・

講演会 。ブックカフェなどのイベント、商品開発、共同購

入など)が自然に生まれているようです。

また、この場所が街に開かれた空間になるようにと、月

1回のペースで「okatte商 店街」 (ラ ンチ、カフェ、商品

販売など)というイベントを開催し、近所の方にも来ても

らうようにしているということです。

◇

最後に竹之内さんは、ここの面白さを次のように集約し

ていました。

○おもしろさ 1…持ち寄る関係

共食を中心にして、「消費者」にも「売り手」にもなら

ない関係ができている。

○おもしろさ 2…住んでいる人とやつてくる人がいる

2階がシェアノヽウスとなつており、定住者がいることで

家が生命活動し、そこに来訪者があると新陳代謝がよくな

るといいます。外に向かつて半分開いていて半分閉じてい

る、縁側のような居場所ということです。

○おもしろさ 3… リーダーとフォロワーが入れ替わる

当初は運営側がお膳立てをしていたが、共食を続けるう

ちに、活動が同時多発、ランダム自然発生的に立ち上がっ

ていく。コアメンバーも入れ替わつていく。リレールは自分

たちで調整していく。

okatteに しおぎは、食を中心とする、持ち寄る関係の

縁側的居場所なのです。

メンバーはここに来ることでエンパワー(勇気づけられ、

私たちが本来持つている生きる力が湧き出る)され、その

ノくワーをさらに家庭や職場、コミュニティに持ち帰ること

ができる。そんな場所、仕組みであるということができま

す。
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金曜サロンスペシ17ルヘどぅぞ

サポー トセンターでは、毎週金曜の夜 (午後 フ時から)に 、

市民同士が交流する場として「金曜サロン」を開催してい

ます。そのうち、第 1金曜日については「金曜サロンス

ペシャル」と称して、市内在住・在勤者の中から毎回話し

手をお招きし、話し手が提供する話題に沿つた話し合いを

行つています。

次回、3月 は以下のとおり開催しますので、ぜひご参加

ください。

テーマ :地方を巡り記事を書き、発酵に目覚める

フリーライターとして地方を巡り、記事を書いているう

ちに、仕事を通じて自分の生き方を考えたり、発酵の面白

さに目覚めたというお話をしていただきます。

話し手 :根岸達朗さん (向陽台在住 )

日 時 :3月 3日 午後 フ時から

場 所 :地域振興プラザ 1階

●NPO講座のど
｀
案内

未来の仲間を みつけるために

市民活動やさまざまな活動を継続 したり、広げよう

とする時には、仲間を増や していく必要があります。

この講座では、未来の仲間を見つけるためのステッ

プやコツを学びます。

日 時 :3月 4日 (土)午 後 1時～ 4時

場 所 :地域振興プラザ 4階
講 師 :長田英史氏 (NPOれんげ舎代表 )

参加費 :300円

※申込みは電話またはメーリレで下記まで。

市民活動サポー トセンターいなぎ

電  話 :042-378-2112

メール :info@|― inagi― support,org

「住み慣れた稲城に、支える

人と支えられる人が対等な立

場で、安心 して生き生きと住

み続けられる」をモッ トーに

活動をしている特定非営利活

動法人「支え合う会みの り」

におじゃましました。

主な事業として

。配食 (毎 日型食事)サービ

ス

・会食会サービス

・ミニデイサービス「たまり

ば」

・稲城市からの受託事業とし

て高齢者食生活改善事業

・介護予防 。日常生活支援総

合事業の通所型デイサービ

スとして「かがやき倶楽

部みのり」      `
。参加型会食会の一つとして「クッキングクラブ梨穂」

・地域の居場所として「カフェいしださんち」

などを行つています。

1983年 「稲城の老後を支える会」として発足以来、

来年で 35周年となります。

長い年月、たくさんの会員の協力や熱意が持続し、発

展してきたのはなぜだろうという点に興味があり、2代

目理事長の石田1享子さんと 5代目現理事長の中村陽子

さんに取材させて頂きました。

1984年 に会食会サービスをスター トしたのですが、

会場まで歩いて参加できるこ

とが原則なので、少 し足が不

自由になると参加できな くな

ります。そこで考えたのが毎

日の配食サー ビス。このよう

に、常 に会員さんの立場 に気

を配 り、会員さんの「困つた」

をす ぐ次の事業につなげて解

決 してい く姿勢。優 しさが伝

わつてきます。

稲城の中だけにとどまらず、

石田さんは一般社団法人 「全

国老人給食協力会」「東京食事

サー ビス連絡会」の代表 とし

て、全国の団体 と密接 にネ ッ

トワークを組み、国の新 しい

施策や全国の活動団体の動き

の情報を「みの り」に提供 し

ています。

美味 しい食事作 りに努力 している会員や配達 しながら

見守 りもしている会員。会報「みの り」は皆さんの心を

繋 ぐ大きな力となつています。地域の居場所 となつてい

る「カフェいしださんち」。「たまりば」では俳句、麻雀、

ビーズ、メンズクッキング、朗読、読後会など多種多様

な活動をしています。

「地域を繋ぐ食と心の栄養」をモットーに、今後益々

必要とされる事業だと感じました。

連絡先 :特定非営利活動法人 支え合う会みのり

Tel.042-378-8757 Fax.042-379-1234

鷲

わ り
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