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見つけよう協働のキツカケ J

～地域×NPO×行政～
~最

近、「協働」とし`う言葉をよく耳にしますが、何か難しそうな印象で、その言葉を

聞いただけで尻込みされてしまうこともあります。

そこで今回は、実際の取り組み事例を参考にしながら、誰でも身近にできること、気

軽に取り組めることを考えます。市の職員も参カロして、皆さんと一緒に理解を深めます。

第 1部 協働が楽しくなる事例紹介

講師の田邊さんに、「協働ステーショ

ン中央」が行つている、協働が楽しくな

る事例を紹介していただきます。

また稲城市からは、市が市民と協働で NPO法人 NPOサポTトセンタ下事務局次長
‐
取り組んでいる「公共施設アダプ ト制度」 協働ステーション中央

について、紹介していただきます。            チーフコーディネーター

第 2部 情報交換会

はじめに鈴木萌さんから「古民家から始まる “いな暮らし"」 というテーマで話題

提供していただき、その後グループに分かれて、気軽に楽しく取り組めるアイデアを

出しながら話し合います。

■日 日寺:2月 26日 (木)13:30～ 16130
■会 場 :稲城市地域振興プラザ 4階
■参カロ買 :300円
■共 催 :市民活動サポー トセンターいなぎ 稲城市市民部市民協働課

■申込み :電話またはメールで「市民活動サポー トセンターいなぎ」まで。
.       当日、直接会場へおいていただいても結構です。

●申込み 。問合せ先 :市民活動サポー トセンターいなぎ

_ _               Eヨ  言舌 o42「 378… 2112

ットール  info(Di一 inagi¨ support.org

●稲城市公共施設アダプ ト制度

市が管理する道路・水路 。公園・緑地などの公共施設を、市民が自ら

の活動と責任で、市と協働で管理する制度。この制度による緑化・美化・

清掃などの活動を通 じて、公共施設への愛護心、地域環境の向上、地域

コミュニティの形成が期待できます。

従来、公共施設は行政が管理するものでしたが、市民が主体となって

管理を行うことで、地域の特性にあった管理や公共施設の有効活用が実

現できます。



いなぎ市民活動フォーラム 2014が 12月 フ日に地

域振興プラザ 4階で行われました。

「人と人が出会う まちの縁側づ くり」がテーマ、

3年連続同じテーマで、今年が最後になる予定です。

「まちの縁側」とはヒ ト、コ ト、モノが集まる場、

さまざまな交流が生まれるこの場の楽しさを地域のみ

んなで共有しようというのが、開催のネライ。過去 2

年間積み上げてきた経験を活かして、今年は様々な趣

向を凝らしたせいか、とても素敵で、楽しいフォーラ

ムにすることができました。
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第 1部はカフェタイム。「カフェ石田さん家」には

コーヒー、紅茶とケーキを、「いな暮らし」にはコロッ

ケサンドを用意していただき、飲みながら、食べなが

らまずは顔合わせ… ? 赤ちゃん連れのママさんもた

くさん参加 してくれて、会議室はすつか り街中のカ

晰骰

フェに変身。

コーヒーを入れてくれたのは、かつて神楽坂でコー

ヒーー筋の生活を送ってきたという 88歳の出浦敬吾

さん、さすがプロの味。勿論手づくりの軽食もとても

おいしかつたです。

そして、カフェタイムの最後は花枝聖さんの弾き語

りで盛り上げていただきました。
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1蠅蜀蜀はゃな渕鰤唸隋繭

第 2部 は講演会。「ケアラーズカフェ・アラジン」

を主宰する牧野史子さんの話、テーマは「地域のほつ

とできる場所」でした。

牧野さんと言えば、何と言つても阪神 。淡路大震災

の仮設住宅地でいち早 く行つたパラソルカフェが有

名。それをきつかけに、牧野さんは東京に戻つてから、

介護者サポー トネッ トワークセンター 。アラジンを設

立、孤立しがちな介護者を支援する仕組みづくりを提

唱 。実践しています。

その一つがコミュニティ

カフェの運営、先日実行委

員会のメンバーも、フォー

ラムに先立ち、牧野さんた

ちが阿佐ヶ谷でやつている

「ケアラーズカフェ 。アラ

ジン」を視察してきました。
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そんな経験豊かな牧野さんの体験談はとても説得力

があり、たくさんのヒン トをいただきました。その一

つ、コミュニティカフェとは何かについて、こんなふ

うに述べています。

コミュニティカフェはカフェのためにあるのでは

なく、地域の様々な人をつなぐ舞台である。

すなわちそこから、いろいろなことが始まる。

そこから、声を出しにくい人たちに「(あなたを )

気にかけています」という想いを届けにいく人が

出発していく。

鑑

1燃ンし力幌bと―く

第 3部は「えんがわと一く」、稲城で縁側づくり活

動を行つている方々に縁側を再現してもらい、そこで

気軽におしゃべりをしようというのがネライで、初の

試みでした。

「はたらくママのえんがわ」(稲城はたらくママの会)

「おうちでえんがわ」 (だんらん矢野口、カフェ石田

さん家)

「みんなでつくるえんがわ」(いな暮らし)

「森の中のえんがわ」 (里山プロジェク トみなみ)

「音楽のあるえんがわ」(green wo‖ d cafe)

「支え合う人のえんがわ」(だんらん向陽台、喫茶ポー

ポーの木 )

以上の 6つ に、せっかく牧野さんにも居ていただ

くのだからと「アラジンのえんがわ」も作りました。

この「えんがわと一く」、講演会のア トによく行わ

れる、グループワークなどと違い、テーマがない、議

論もしない、まとめもしない、ひたすらおしゃべりを

するだけ。そのノヽ一ドルの低さのせいでしょうか、ど

このえんがわも トークが炸裂、大いに盛り上がつてい

「参加者が何人」という数字で地域活動の成果

を評価 しがちですが、実際はテーフ
｀
ルにつかず、

前を通って挨拶をするのがその人の参加の仕方、

というケースもある。数字に出てこない部分も大

切にして、という牧野さんのお話が,いに響きまし

た。

稲城でも地域を良 くする様 々な活動があ りま

す。ついつい大規模なことをや りたい、た くさん

の人 に来て欲 しい、 と思 う自分が いますが、小

規模でも誰かがイ可かをするきつかけになるような

良い活動を している人達もた くさんいます。そう

いう人達の活動がきちんと見られる自分でいたい

な、と思いました。(滝澤あき子さん )

ました。

そのおしゃべりを通 して、各自が何かを感じ取 り、

それを今後の活動の出発点にしていただければいいで

すね。

鑑

|まちづくりα鱚彗溺讀ま人

最後に牧野さんにまとめのコメン トをいただきまし

た 。

「こんなに若い人がたくさん参カロしているフォーラ

ムも珍しい。まちづくりの資源は人、その意味で稲城

は資源が豊富です。ぜひ化学反応を起こして欲 しい。

これからが楽しみ…・」

牧野さんがおつしゃるように、これを機会に、参加

者同士、「縁側活動」同士がつながつて、点から線、

線から面への化学反応が起きたら素晴らしいですね。

3年かけて、何とか稲城独自のスタイルでフォーラ

ムを開催することができました。これをまた来年につ

なげていきたいと思つています。

ありがとうございました。 (ノ」ヽ林 )



市民活動サポー トセンターいなぎでは、毎週金曜日の夜 フ時から 9時頃

まで、金曜サロンを開いています。

このサロンは市民活動に関心のある方々の「出会いの場Jと して開いてい

るもので、誰もが予約なしで気軽に参カロできますぎ参加者同±、様々な話題

で盛り上がつたり、情報交換をしており、仲間づくりの場として最適です:

3月のT■■3窃
テーマ :描き続けて 70年
話し手 :藤森敬三さん (東長沼在住)

1  藤森さんは、半導体素子の製造に携わり、29か 国を訪間

| してきました。その機会を無駄にしまいと仕事の合間に筆を

μ 21生 :

轡 ‐絋晰鬱趙該欠櫻顆瞥|∫讚鮨晰艤鴫聰壌
菫爾 9吻鰊蛛撃颯飩魏

毎年 1月の金曜サロンスペシヤルは、特別編

として「今年の夢を語りましよう」をテニマに

新年の集いを行つています。

今年も 1月 9日 に開かれ 46人の方が参加く

話に花が咲きました。中でも自己紹介や日頃の

市民活動の紹介には、新たな出会いや心を打つ

話があり、今後の当センターの運営や市民活動

の参考になるものがたくさんありました。

和やかな談笑の中から、新 しいつながりや活

動の構想が生まれてきます。これから地域デ

ビューを考えている方々も大歓迎です |

日時 :3月 6日 (金)午後 フ時～ 9時

会場 :稲城市地域振興プラザ 1階

※参加費無料、事前申

し込 み不 要 で すの

で、お誘い合わせの

うえ、お気軽にご参

加 ください。

金曜サロンスペシヤル

金曜サロンのうち、毎月第 1金曜日は、金曜

サロンスペシャルの日。この日は、市内在住、

在勤の方が話し手となつて話題を提供、その話

題に沿つてみんなで話し合うという、楽しくて、

そしてとても役立つサ回ンです。

この 2月 で 97回目を迎えましたので、すで

に 90人以上の方が話し手として登壇、その話

には、毎回感心することばか りです。「講師や

参加者と、年代や地域を超えて交流できるのが

良い」、「稲城の様々な才能を持つた人を知るこ

とができる」などと参加者からも好評です。

みなさんの身近にも、話し手として登壇して

いただきたいという方がいるのではないでしよ

うか。そんな方をぜひご推薦ください。

2月 は、矢野口在住の映像作家・島倉繁夫さんによ

る「尾根幹線建設記録のビデオ鑑賞」を行い、30
人ほどの方が参加しました

…


