
ノヽツピーリタイアメント講座

～妻が一番のサポーター～

夫の定年退職後が気になるあな

た、妻の目線で夫の地域デビュー

をサポー トしてみませんか。地域

活動を知 りたい方、子育てがひと

段落した方や夫婦で地域活動への

参加を考えている方等、地域へ出

る第一歩を踏み出す足掛かりを見

つけてみませんか。

■日 時 :10月 31日

“

鐘)午後 1時 30分～ 4時 30分

■場 所 :地域振興プラザ 4階
■内 容 :活動体験と講演、トークカフェ

■共 催 :NPO法人市民活動サポートセンターいなぎ・稲城市市民協働課

◎問合せ :稲城市社会福祉協議会ボランテイアセンター 電話 :042-378-3800

一
欄活動団体フォーラム

「人と人が出会う まちの縁側づくり」

12月 7日 (日 )に実施します

いま実行委員会で中身の詳細を検討中です

が、これまでに決まつたことをお知らせします。

場所は地域振興プラザ 4階、テーマは一昨年・

昨年と同様「人と人が出会う まちの縁側づ く

り」です。

午前 11時に開始 し、午前中はカフェを設け

て、そこで参カロ者同士交流 していただきます。

午後は最初に基調講演、講師は稲城ですでに

お馴1染みの牧野史子さん (介護者サポー トネッ

トワークセンター・アラジン代表)です。「ほつ

と安心カフェ」など、カフェを通 して人と人の

つなが りを生み出してきた体験についてお話し

ていただきます。

その後、すでに市内で縁側活動を行つている

方々に、会場で縁側を再現 してもらい、体験談

を聞いたり、参加者同士が楽 しく交流できる場

にしたいと思つています。
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9月 13日 に地域振興プラザで、NPOふれあい広

場ポーポーの木と支え合う会みのりの共催による講

座が開かれました。

第 1部は基調講演、第 2部は トークカフェが行わ

れました。基調講演では、NPO法人ふらつとステー

シ∃ン・ ドリーム副理事長の島津濃子さんに、地域

の団体や行政を巻き込みながら、住民主体のまちづ

くりを進めている先進事例を紹介 していただきまし

た。以下、その講演要旨です。

◇

1972年 当時、 ドリームノヽイツ (横浜市戸塚区 )

周辺は陸の孤島と呼ばれていました。医療施設や福

祉施設はもとより、店舗さえもなく、何をするにも

不便。そこで、足 りないものを住民自らが力を合わ

せ、一つ一つ創 り出し、改善 していこうということ

になりました。

団体と団体が連携 し、2003年 ～ 2005年 にかけ

て 30回の懇談会をもち、みんなの声を集めた結果、

|‐

市民活動サポー トセンター主催の「市民活動支援

講座」が 10月 4日 に稲城市立 iプラザの大会議室

で開かれました。講師は、NPOトランジション・ジヤ

バンの共同創立者で、 トランジシ∃ン藤野の発起人

でもある榎本英剛さんです。           ・

「市民活動支援講座」は、サポートセンターが今年

度から始めた講座開催方式で、サポー トセンター利

用登録団体などからの提案に基づきテーマや講師を

決め、提案した団体 (市民)とサポー トセンターが

一緒になつて講座を開催するというものです。今回

が、その第 1回目でした。

「居場所を作つて欲しい」という声が多く、それに応

えてスター トさせたのが、空き店舗を活用 した「ふ

らつとステーシ∃ン・ ドリーム」でした。

そのことがきつかけで、その後、行政との協働に

よる事業も盛んに行われるようになり、現在この工

リアには、「子育て支援」「高齢者・障害者支援」「ま

ちづくり推進」などの活動団体がたくさんできてい

ます。現在は横浜市のモデル地区にも指定されてお

り、地域の輪で、地域の「困つた」を解決する取 り

組みがなされています。

市民は個別の具体的なケースを把握でき、地域社

会の小さな課題にも目を配ることがでます。一方、

行政は大きな情報網をもち、信頼ll生があることから、

広 く地域の協力を得られます。ですから私たちは、

双方の特長と持てる資源を活かしつつ、役割分担 し

ながら事業を進めている、というのが島津さんの締

めの言葉でした。

(支え合う会みのりの会報誌から転載 )
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○トランジション 0タ ウンとは

ちよつと聞き慣れない言葉ですが、 トランジショ

ンとは「移行する」という意味で、 トランジシ∃ン・

タウンは持続可能な社会へ移行 していくために、市

民が自発的に地域の暮らしを考え、行動し、意識を

もつて日々の暮らし方を変えていこうとする運動の

ことです。

2006年にイギリスの小さな町 トッ トネスで、パー

マカリレチャー講師の回ブ・ホプキンスさんが始めた

運動で、2013年 9月 現在、世界 43か国、 1′ 130
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市町村で取り組まれています。

榎本さんは、持続可能なまちとは、外部にしかな

い資源に過度に依存せず、地域に元々ある資源を活

用 した、等身大で持続可能なシステムをもつ社会の

ことであり、そうした社会を実現するためには、市

民が自らの創造力を発揮しながら、地域のレジデン

ス (底力)を高めることが大事だと言います。

また、人間がもつている創造力は最高のエネル

ギー (資源)であるから、一人一人の市民が持つて

いる創造力をフルに発揮できるような社会が、レジ

デンスの高い社会なのだとも言います。

別の言い方をすれば、持続可能で、みんなが笑顔

でいられるような社会を創るために、身の丈にあっ

た暮らしや繋がりの感じられる生き方を実践しなが

ら、食、エネルギー、お金や仕事を、地元で循環さ

せて、自給を目指す新しい市民運動が トランジショ

ン・タウンであり、実践的な提案活動であると言え

ます。

○トランジション藤野の活動

榎木さんは、イギリスに移住 していた時にこの市

民運動に出会います。そして、2008年 に帰国して

からは、藤野町 (現相模原市)に移 り住んで、ここ

で仲間数人とトランジシ∃ン藤野を立ち上げます。

藤野でこの活動を始めるにあたつて榎木さんたち

が心がけたことは、「やらなくちゃいけない」ではな

く、「住んでいる人が、やりたいことを発意し、手を

挙げてもらう」というスタンスだつたそうです。

いま藤野では、「地域通貨『よろず屋』」「お百姓ク

ラブ」「森部」「藤野電力」といったさまざまなワー

キンググループができていますが、それらはすべて

住民が興味をもつて手を挙げ、自ら仲間を募つて取

り組んでいるものばかりだそうです。

紙面の者F合で個々には触れませんが、印象的だつ

た 2つの事例について紹介します。

【地域通貨「よろず屋」】

藤野の地域通貨は通帳方式で、「できる」「して欲

しい」という人が登録し、お互いに助け合う仕組み

です。登録者数は現在約 200世帯。エネルギー問題

には反応しない人も、地域通貨にはすぐに反応 し、

気軽に参加してくれ、一気に運動の裾野が広がつた

そうです。ですから、こうした運動は敷居が低い方

がいいと言います。

【藤野電力】

まず、ミニ太陽光発電機を自分で作るワーク

シ∃ップから始めたそうです。発電機で電灯が灯つ

た瞬間、作った人の顔が輝き、そして、今までは

お金を出さなければ手に入らないと思つていたもの

が、自分でも作れるのだと思うようになり、それが

自信に繋がったということでした。一番大きな トラ

ンジシ∃ン、電力さえも作ろうと思えば自分ででき

'る、という驚きと自信です。

この活動には、その後行政も関わるようになり、

電動アシス ト自転車のための充電ステーシ∃ン 6号

機がここで誕生するということでした。

◇

最後に、 トランジション藤野の活動方針について

話してくれました。



活動がオープンであることが大事。

「やりたい人が」「やりたい時に」「やりたいこと

をやる」が基本。結果として形になることもあ

るし、ならないこともある。だがそれは気にし

ない。計画的である必要はない。

トランジシ∃ン自体が壮大な実験である。

本当は代表もいなくていい。私もメンノヽ一の一

人であり、みんなが代表なのだ。

榎本さんの話には、 トランジション・タウンとい

うテーマの枠を超え、市民活動を続ける上でのキー

ワー ドがた くさん含まれていて、とても元気をいた

だきました。また、ノヽ― ドルの低さが魅力で、誰で

も取 り組めそうに思えます。そのせいもあつて、第

2部の トークカフェも、いつにも増 して盛 り上が り

ました。

(文責 :小林)

市長懇議会が聞かれ春した 稲城の観光ウォーキングツアーに

テーマは「協働のすすめ」 オープンカフエで協力

10月 4日 に市民活動サポートセンターいなぎ (以

下「サポー トセンター」)の呼びかけで、高橋市長と

市民の懇談会が開かれました。

最初に、経済観光課の室丼課長とサポー トセン

ターいなぎの和田理事から、今年度に入つて取り組

まれた、市民と行政による協働の試みとして、大丸

用水れんげまつり、経済観光課主催の観光ウォーキ

ングツアーについての事例報告があり、その後、事

例も参考にしながら、3つのグループに分かれて話

し合いが行われました。高橋市長にも各グリレープを
・

回つて、話に加わっていただきました。

最後に市長から、行政が取り組んでいる協働の事

例についての報告があり、プライノヽシー問題が発生

する以外の仕事は、すべて協働の対象、今後とも市

民との協働を進めていきたいという力強いコメント

をいただきました。

市の経済観光課主催の「観光ウォーキングツアー」

(9月 6日、8日 、22日 に実施)に、サポー トセンター

の魅力づくリプロジェク トチームが中心となり、大

丸地区会館でオープンカフェを開きました。

また、京王電鉄主催のウォーキングツアー (9月

20日 に実施、若葉台駅を出発し、大丸用水親水公園

を経て、稲城長沼駅までのコース)にも、市からの

要請を受けてカフェを開きました。この時には、参

加者が 3′ 000人近くに登 り、カフェで一服という

人も多く、いなぎエコ・ミューゼが作成したパネル

を使つて用水の歴史や仕組みを説明、その魅力をア

ピールすることができました。

どちらの事業でも、オープンカフェという憩いの

場を設けたことで、参加者同士の交流が生まれるな

ど、ツアーの魅カアップに貢献することができまし

た。


