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とんかつ作りのお手本を見入る参加者

経験を活かした国際交流

明日葉クッキング

（浜松市）

▼浜松市中区の高台協働センターで活動する「明日葉クッキング」は、代表の児島さんが、料理人として勤め上げ
た技能と特技の英語を活かして退職後に何かできないかと思ったことがきっかけとなり、料理を通じて国際交流
を続けて今年で13年目を迎える。
▼参加費1,000円で3品+デザートが定番。家でも作られるように、気
軽に手に入る材料で献立を考えている。参加者はブラジル、ペルー、米
国、英国、日本人。代表が作った日本語と英語版のレシピと知人のブラ
ジル人が作ったポルトガル語版を配布し、日本語と英語で説明する。何
かある時は、調理補助の生徒兼スタッフが注意してくれるので助かっ
ている。美味しくいただいた後は、班ごと出来栄えについて感想を言い
合う。
▼過 去にはリーマンショックや震 災の影 響で人が 集まらないことも
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あったが半分以上がリピーターなのは、この教室が人気であることの
証だ。しかし仲間で申し込みをして仲間ごとドタキャンされ困る事もし
ばしば。
▼外国人にとっては、日本食の良さを調理しながら知ることができ、日
本人にとっては交流と生きた会話を学べる場でもある。参加者同士、プ
ライベートでは助け合いも生まれている。
「 喜んで帰ってもらえるよう
に、今後も精いっぱいやっていきたい」
と児島代表は語った。

◇代表：児島澄子さん（問合せ・053-472-5517）
【情報提供・佐藤勝彦】
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平成29年度

「コミュニティ活動賞」
静岡県コミュニティづくり推進協議会主催の本年度「コミュニティ活
動賞」は、ここで紹介する優秀賞3団体ほか、別表のとおりとなった。

地域づくりのプラットフォームとなること

裾野市東地区おやじの会（裾野市）

元々は『父親の教育への積極参加』を目的に裾野東小
ＰＴＡの内部サークルとして発足したが、年に４回のイベン
トで社会教育は出来ているのかという疑問が生じていた。
教育の前提には人間関係があり、人間関係を作るため
には『非日常の関係ではなく、
日常の関係が何よりも大切』
だという意見から、月に１度のお泊まり会「何にもしない
合宿」を平成 24 年９月にスタートさせた。
この事業がプラットフォーム的役割を果たし、日中の遊
び場開放事業「体育館 “解” 放」、ドッジボール日本代表
消灯まで自由に遊ぶ何にもしない合宿

によるドッジボール教室など新規事業が立ち上がる。
『人と地域をつなぐ』ことであれば全てが地域づくりに

通ずるとの考えから、団体としての理念や目的をあえて統一せず、発案者がそのまま実行委員長になる『言い出しっ
ぺ実行委員長方式』をとっている。また、出席義務や平等負担のような考え方はせず、実行委員長以外も参加し
たい（協力したい）事業のみの参加で良いため、常に主体的な参加者のみで事業を行えている。

たまりばに行けば誰かに会える！

ゆうすいたくみ

遊水匠の会（三島市）

遊水匠の会は、源平川に設置した水車づくりの技術をい
かし、高齢者の家の周りの修理を手掛けたところ顧客が増
えていった。高齢化による、独居老人、老老生活、認知症介
護に出会い、社会問題を自他ともに体験したことから、地
域内における高齢者の独居、介護、引きこもり及び空き家
対策等に対応する居場所事業としてスタート。
平成26年、町内の空き家を借り上げ、高齢者の街角サ
ロン
「たまりば

かど」
をオープンし、毎週火曜日にハーモ

ニカ伴奏の歌声喫茶を参加費無料で開店した。現在は活
動が多岐、多世代向けになっており、世代間交流に有益と
なっている。木金土オープンする高齢者軽食喫茶｢かしゅ
かしゅ｣では、元看護師が高齢者や小さい子を持つ親向け

懐古料理会の1コマ、手作り料理を持ち寄りカンパイ

に相談に乗っているほか、建物内の空き部屋を子どもの遊び場として開放。さらに三世代英語塾では子どもから高
齢者まで一体となって英語を学んでいる。また、参加者の８割は地元住民、
２割は周辺の住民であり、地域間交流にも
役立っている。
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17年目の運行を迎えた。事業開始から利用者やボランティ

アが途絶えることなく継続して事業を実施してきている。

車内でのおしゃべりも楽しみの一つ

遊水匠の会

裾野市東地区おやじの会

掛川市

三島市

裾野市

しろくまＬａＢＯ

大平コミュニティ推進委員会

コスモスの会

芙蓉台自治会避難行動要支援者の支援者会

藤枝市

静岡市

沼津市

三島市

三島市

草薙の輪プロジェクト

泉ヶ谷地区美しいまちづくり協議会

第一地区コミュニティ推進委員会防犯安全部

新谷コミュニティ
„ 花笑み “

島田市

静岡市

静岡市

沼津市

三島市

審査総評

団 体の応 募 があり、優 秀

（川口良子 審査委員長）

本 年 度 は 9 市 から

賞3団体、優良賞6団体、奨励賞6団体となりま

した。

審 査 方 法は、あらかじめ各 委 員 が応 募 資 料 を

もとに、審 査 基 準である地 域 性・主 体 性・普 遍 性・

発 展 性・独 創 性・活 動 実 績について事 前 評 価を行

い、審査会でその評価を審議し、各賞を決定しま

した。

残 念 な がら 、応 募 数は例 年 より 少 なくなりま

したが、内 容 的には、高 齢 者の移 動の確 保 、空 き

家の活用、地域の居場所づくり、災害時における

要 支 援 者の見 える 化 、子 供 たちの主 体 的な地 域

参加等々、近年の多様化する地域課題の解決に、

年 余も活 動

主体的、複合的に取組む質の高い活動が多くみら

れました。

次 世 代への活 動の継 承を実 現し

を継 続している団 体や、月一度の開 催で1 0 0 人

を超える参加を持続している
「なんにもしない合

宿」
等、その
„ こつ “
をもう少し詳しく聞いてみたい

活動も多く、他団体にとって大いに参考になるも

のと思います。

応募団体の所在地は、東部地域が７団体、中部

地域が５団体、西部地域が３団体、伊豆地域から

は残念ながら応募がなく、地域的な偏りがみられ

ました。次年度は、より広い範囲の市町の方々か

らの積極的な応募を期待しています。
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優秀賞

東山口地区まちづくり協議会
「一期会」

駿河台支えあいの会 「ぼちぼち」

菊川市

優良賞

横地地区七重会

金谷の魅力を惹きだし出し隊

浜松市

奨励賞

NPO法人子育て支援の会

３０

東山口地区まちづくり協議会
「一期会」
（掛川市）

｢思いやり号 感謝感謝で１７年｣

平成１３年、バスやトラックの運転手だった地元の有志５
人が、
「育ててくれた地域に対し、自分たちに恩返しできる
ことは何か」
と相談し、当時から地或の課題になっていた高

齢者の病院等への送迎をボランティアで始めようと、運営

組織となる
「一期会」
を立ちあげ、
「地域福祉バス」
を運行す
ることとなった。
「 思いやり号」
と名付けられた地区の車両

に、自力で自家用車を運転できない単身世帯の高齢者など
を乗せて、平日毎日運行を続けている。

困っている人は地区全体で支えようという意識が浸透し
ており、会員以外からの協力金も得ながら、平成29年に

平成28年からまちづくり協議会事業となったことにより、資金的な面に加え関わる人も増え、より経営基盤が固まる
と共に地域内の繋がりが深まった。

小山町

笑顔飛び交う北山サロン

北山サロン

▼小山町の大御神・中日向・上野の3地区は、昔から何かと合同で行事を開
催している。
その3地区の老人会の方を対象にした北山サロンが平成14年
に誕生した。年3回70歳から92歳までが公民館に集まり、講話や軽運動、
昼食会を楽しんでもらい独居高齢者のひきこもり予防、介護予防を考えた
内容で開催されている。
3地区合同なので平均参加者43人と他に比べ多く、男性参加率も3～4
割と高い。地区ごと開催の話もあったが、会って話すのが楽しいから分けな
いでほしいと要望があり合同開催を続けている。
▼運営委員は各地区から3人ずつ選出されるが、地域の民生委員や保健委
員も協力して盛り上げてくれるので助かっている。大変なのは、開催内容を
決めること。
マンネリ化しないよう他地区のサロンと情報交換を欠かさな
い。
▼運営委員に農家が多いため食材の持ち込みや差し入れなどで食べきれ
ない程の昼食が大好評である。
皆で食べるとより美味しい昼食

沼津市

◇代表：天野和江さん

皆で作り上げてきた被災地支援

【情報提供・勝亦智子】

コミねっと大岡
わたりの会

▼平成26年、
コミねっと大岡と地域の女性が集まり、宮城県亘理町で布地
を加工し販売する事業の支援活動として、寄付された着物をほぐした布地
を送ることを始めた。
しかし、翌年には現地の保管場所確保が難しくなり活
動も終了かと思ったが、楽しい集まりを解散するのも残念で、
それならと自
分たちで手提げバッグや巾着、
シュシュなどの小物を作り販売した。利益は
岩手県大槌町安渡地区の人形劇団「あんど娘」
へ支援金として2回送ること
ができた。
▼当初は「着物をほぐすだけ」なので針を持ったことがない人もおり、お
しゃべり主体の気楽な集まりから小物製作に変更の際には、初めての経験
が多く戸惑った。縫物が出来ない人も役割を分担しながら、被災地の方へ
応援する気持ちが届くように願って続けていく。
2月4日
（日）大岡文化祭に出店！応援よろしくお願いします！
◇代表：杉山恵子さん
（問合せ・055-963-7159） 【情報提供・杉山恵子】
月1回楽しくシュシュや巾着を作って販売

静岡市

発足20年余り、活気あふれる婦人会

若松町さくら会

▼静岡浅間神社の西側に位置する若松町に元気な婦人会がある。平成7年、
公民館の建替え時に当時の町内会長の提案で全国的に消えつつある婦人
会を再興しようという声が上がり、若松町さくら会が発足した。現在60代
～80代の31人が心身修養と親睦を深め、会員が健康ではつらつと行動す
ることによって、町内会全体が声をかけ合い明るく生活できることに繋がっ
ている。
▼会には、
カラオケ教室や踊りの会など6つのサークルがあり、
その他に会
員皆で楽しみながら町内行事や学区行事へも積極的に参加している。最近
では、老人施設への慰問活動も行っている。
▼会の高齢化も心配だが、母娘二代の会員も誕生した。近年集合住宅が増
える中、新しく引っ越してきた方々に声を掛けたところ、
「近隣の交流がない
から入会したい」
という声もあり、益々活気にあふれている。
◇代表：前田由江さん
（問合せ・054-254-9223）【情報提供・工藤真理子】
清水港での外国船おもてなし活動
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UK3アーチ交流事業
実行委員会

相互の理解を深める運動会をめざして

島田市

▼去る10月14日、島田市金谷地区にある4つの障害者就労支援事業所の
利用者、職員、地域の皆さんが一堂に会し、共通の作業（ゲーム）
で笑顔と
知恵で人の輪をつくり、相互理解を深めることを目的に運動会を開催した。
UK3とは4つの支援事業所「うたしあ、
こころ、希望の家、
きらり」のそれぞ
れの頭文字である。
▼パン食い競争では、競技者の元気の良さからパンを釣った竿がずれてし
まい競技者自身が驚いて泣き出すアクシデントも発生し竿を持つスタッフ
は平謝り。玉入れでは、入った球があまりに多くて参加者全員で数える際に
大変でしたが、
あっという間に過ぎた一日となった。
▼しかしながら、実際のところ準備期間の少なさもあり関係者のみの大会
になってしまったことは残念である。
この大会の存在をもっとアピールする
ことが必要であると感じた。大会の存在を出来るだけ多くの人に知って頂
き参加者の増えることを願っている。

大盛り上がり

御前崎市

◇代表：鈴木

パン食い競走

薫さん
（問合せ・0547-45-0551（うたしあ））
【情報提供・北川 明】

「新野左馬助公」ゆかりの里、歴史を通して地域をＰＲ

新野左馬助公顕彰会

▼顕彰会は、昭和48年から長年にわたり左馬助公の顕彰活動を行ってき
た団体である。平成29年は大河ドラマ放映もありＰＲにまたとないチャン
スとなり、
「新野左馬助公展示館」
の運営を市から委託を受け同年1月15日
に開館し運営を行っている。
4月には、
ドラマの左馬助公役の苅谷俊介さんにもご臨席いただき、左馬武
神社に手もみ新茶を献上する
「献茶式」
を行った。
また、歌を通して歴史を
学んでもらいたいと願い、左馬助公の功績を歌ったＣＤを作成し市内学校
に配布した。大河ドラマは終了しますが、
引き続き顕彰活動を実施していき
たい。
▼29年は、設立45周年、献茶式30回となる節目の年でもあり記念誌を
発刊する予定。また、
「 井伊家とゆかりの地」や歴史関係者との新たな交
流もはじまり井伊谷「新野公園」に、地元と協同で新野屋敷跡の看板を同
年7月に設置した。
※新野左馬之助公展示館 10時～16時 月曜休館 入館無料
◇代表：西島昌和さん
（問合せ・0537-86-7415）【情報提供・河原崎浩美】

代表の講話を熱心に聞く来館者

地域活動情報
町

活

詳細はホームページでご覧になれます（URL

№

市

1

太鼓の練習から広げる地区の
西伊豆町
活動

動

名

主

催

者

http://www.sizcom.jp ）

趣旨・目的

月

日

地区に残っている若者が頑張っていることを知って
安良里自治会青年部舞鼓会
通年
もらい、安心して生活してもらいたい。

2

富士市

歌って、踊って、楽しんで！

だるまの会

3人の特技を生かし、ハーモニカや民謡、マジック
不定期
を楽しみながら披露。

3

焼津市

歌の輪を広げよう

豊田日本の心を歌う会

気楽に誰もが楽しめる、昔ながらの歌を歌って地域
週3回
の活性化と交流を図る。

4

島田市

金谷巌室神社はパワースポット
ふれあい秋祭り

2017金谷ふれあい秋祭り
実行委員会

祭りで18町内約800戸の氏子が地域住民の家内安 平成29年
全、町内活性、結束を図る。
10月7日(土)、8日(日)

5

島田市

「地参地笑」で元気と賑わいづくり
「リアル野球盤大会」開催

かなやスポ・レクの会

地元で生まれたリアル野球盤ゲームで、健康増進と
平成29年9月24日（日）
地域の繋がりをつくる。

6

吉田町

吉田町文化祭文化展会場に
おいての茶会

吉田町文化協会

茶道部

町民全体の文化の交流と、明るくうるおいのある創
平成29年10月28日（土）
造活動の向上。

7

菊川市

加茂地区文化祭

加茂コミュニティ協議会

地区住民の親睦と交流を深め、住み良い地域づくり。 平成29年11月26日（日）

8

磐田市

大勢で楽しく絵を描く絵画教室

田原絵を描く会

1人よりも、皆で描くとよりたのしい。

月2回
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ク ローズアップ

読書と居場所
この2つの目的に
沿う場所に！

創意工夫や新しい手法を活かしている
団体を紹介します。

工作会
クリスマスベル作り

加賀屋さんの
お話をじっと聞く
子どもたち

「ちいさな本の家」に寄っていらっしゃい

パタポン友の会（沼津市）

現代的な課題としての
「空き家活用」
と
「コミュニティづくり」
沼津市の愛鷹地区センターから北へ、緩やかな坂道を
上っていくと、東原ニュータウンの住宅街が見えてくる。近
年は少子高齢化の影響によりこの地でも
「空き家」
が増え
ている。
その
「空き家」
を活用して毎週土曜日に開館してい

と、
まず同じ住宅街に住む語り部の加賀屋さんのお話が
始まり、
その後絵本やわらべ歌遊びなどが始まった。終了
後、子どもたちにお話しを伺うと
「面白かった」
「来ると本
をたくさん借りる」
お母さんからは
「市の図書館より近く、
気軽に行けるのが良い」
とのこと。加賀屋さんからは、
「自
分の時間を生かせ、多くの人と関われることにありがた

る私設図書館「ちいさな本の家」。
「読書」
と
「居場所」
で地

い」
という思いを口にされた。

域コミュニティを活気づけている団体を訪問した。

地域のコミュティと共に

本が好き！本を活かしたい！
平成21年にイトーヨーカドー子ども図書館が閉館し、
蔵書は市内の公共施設に置かれるようにはなったが、
3,000冊は倉庫に眠ったままであった。以前からこの本を
活かしたいと思案していた
「沼津子どもの本を学ぶ会」の
村上さんが、転居で空き家になった息子さんの一軒家を
丸ごと提供することを決め、
自身も所属する読み聞かせボ
ランティア
「パタポン友の会」
と私設図書館づくりに邁進
し、平成28年5月にオープンした。
1階にびっしりと配置されている本棚の一部は、
パタポ
ン代表の山田さんの手作りと聞いてビックリ。昔は建築の
お仕事をされていたと聞いて2度ビックリ。階段の途中に
は大きな手作りの人形がいくつもあって、
アットホームな
雰囲気で来場者を歓迎している。

本と人に出逢える場
毎月第3土曜日は午前11時からおはなし会が始まる。
この日参加していたのは2組の姉妹とお母さん。参観する
06

2018.1

● コミュニティ静岡

発足して１年半、登録者は90人になる。運営資金は市
の助成や講演会の開催、協力金でなんとか賄っている。
山
田さんは「手を動かす、声を出すという生の体験を通して
本と共に子どもたちに成長してほしい」
そのための一助に
なりたいとのこと。村上さんは「地域の人が気軽に寄れる
所にしたい、来たら本があるって感じに…。維持管理に費
用はかかるけど、あと20年は続けたい」
と語る。
この秋に
は、人のつながりを活用し愛鷹地区のお祭りでブースを
出すなど積極的に外へも発信をしている。
ご近所さんや利
用者さんから差し入れもあると聞き、周辺の認知度は高
まってきていると感じた。
これからが本当に楽しみな家で
ある。
◇代表：山田由美子さん
（問合せ・070-5440-9474）
【情報提供・萩谷

レポート：髙村

恵】

光 編集委員

団体の継続に着目し紹介します。

じっと座って観なくてだいじょうぶ！
おはなしの始まり 始まり～！
おはなし工房 やまねこ（湖西市）
小春日和の11月下旬、湖西市の「おはなし工房

やま

ねこ」
（ 以下「やまねこ」
と省略）代表の石田智子さんにお
会いした。団体名の由来は、猫好きな事と
「やまねこ」は自
由で魅力的なところからの命名だ。
活動は、パネルシアターを使い主に障害児施設や保育
園などでクイズやおはなしの公演をしている。代表の石田
さんを中心に長女（14歳）、長男（10歳）、友人2人（音響、
事務）だが、実働は石田さん家族の3人。石田さんが「やま

小学校への訪問、打楽器の効果音で臨場感たっぷり

ねこ」
を始めたきっかけを話してくださった。

は子どもたちと共に活動をしている。

ひょうたんから駒

行っている。
自分のルールに従うという自閉症の特性で上

決して無理をさせず、真梧君の意思を尊重して公演を

元劇団員として10年のキャリアを持ち、
デイサービスセ

演をさっさと切り上げて片付け始めたり、ボイコット等も

ンターに勤務している時に紙芝居や人形劇を始め評判を

たまにはあるそうだ。
しかし、
そのありのままの姿を見せる

呼ぶ。結婚・出産を経て第2子にあたる長男・真梧君が自閉

ことが同じような発達障害を持つ親の指針となっているよ

症である事がわかる。真梧君の通う療育施設で公演したと

うで、真梧君同伴での依頼も多く、
また発達障害について

ころ評判となり、
じっとおはなしを聞くことが苦手な発達

の講演や座談会へ呼ばれることも増えたそうだ。

障害の子どもたちのために出張公演を始める事となった。
この時点では一人で舞台に立っていたが、
ターニングポ
イントは、真梧君が支援学校小学部2年生の時に長女の通
う地元の小学校でPTAのお祭りがあった時だった。石田さ
んは司会役を任されていたが、動き回る真梧君をどうすれ
ばいいのか？衣装を着けて一緒に舞台に立てば大人しく
しているかもしれない…。結果は大人しいどころか、予想
外に司会のお手伝いをしてくれた。
その姿を褒められたこ
とから現在のスタイルが出来上がり、休日や長期休暇の際

語ることは

自分と向き合う事

活動を始めて4年。
当初は自分の好きだった演劇の延長
線だったが、
いつの間にか枝葉が付き大きな木のように多
くの人の拠り所となる活動へと成長。石田さんは、公演で
の語りは大切な術であると感じているようだ。
それは自分
と向き合うためであり、
自分の子どもたちのため、
「やまね
こ」
を必要としている親子のためである。
取材後に特別上演をしていただいた。鮮やかな動物たち
が生き生きと動き回り、石田さんの明るい抑揚のある語り
口に思わず笑みがこぼれるのだった。最近は公演依頼が
増えありがたいことだが、ボランティアにも限度があり交
通費程度の公演料を頂いているとの事。
発達障害の理解に少しでも役立ち、悩めるお母さんたち
が元気づけられる
「やまねこ」
の活動が続くことを願う。
◇代表：石田智子さん
（問合せ・090-1280-6739）

専用の布を張った板に絵をはってはがして進行するパネルシアター

レポート：中村弘美 編集委員
2018.1

● コミュニティ静岡

07

コミュニティ・フォーラム 2018

中高年が いきいき活躍する
コミュニティ 参加費無料

2/24

土

10:00～15:00

会場

2018

三島市民文化会館
小ホール

三島市一番町 20-5

☎055-976-4455

少子高齢化の進展に加え、人口減少が顕著になるなど、一層厳しい状況になっています。地域のコ
ミュニティを維持・持続していくためには、地域が元気で中高年世代がいきいきと活躍するコミュニ
ティづくりが必要です。
そのためには地域活動をどうしていけば良いかを考えていきたいと思います。

プログラム
10:00

開会

10:15 ～ 表彰式
・平成 29 年度コミュニティ活動賞

基調講演

「楽しく年を取る！
キートン山田流健康法」

10:30 ～ パネルディスカッション
・テーマ：中高年がいきいき活躍するコミュニティ

●パネリスト
山根美果氏 【上サポ（南上小体験学習サポーター）南伊豆町】
吉田 功氏 【パサディナ自治会 三島市】
加藤和幸氏 【第一地区コミュニティ推進委員会 沼津市】
大澤由紀子 【楽しいくらしのクリエーター 静岡市】
●コーディネーター
飯倉清太氏 【NPO サプライズ代表理事】

キートン山田氏

12:00 ～ 昼食・休憩
12:50 ～ 29 年度活動賞受賞団体による事例発表
・優秀賞受賞 3 団体
13:30 ～ 基調講演
「楽しく年を取る！キートン山田流健康法」
講 師：キートン山田氏
（俳優、ナレーター）
15:00

閉会

平成29年度

事例発表されたママバトンさん

語らいの場にて思いを伝える参加者

編集・発行
地域情報を
お寄せ下さい！
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※参加には入場整理券が必要です。
※昼食を希望される方は、700 円で斡旋いたします。

問い合わせ、
お申し込みは、
静岡県コミュニティづくり推進協議会へ

電話 054-251-3585
FAX 054-250-8681

コミカレ修了者アフター研修会
＆西部支部研修会合同開催終了!

コミカレ修了者やコミねっと会員だけではなく、一般
の方にも呼び掛けを行うことで、コミねっとの会員の発
掘とコミ推協の認知を広めること。支部研修と合同で
開催することにより、遠方のコミねっと会員にも出席し
やすい環境を作ることを目的に行われた合同開催。コミ
ねっと磐田の皆さんが中心となって会が進行しました。
午前の事例発表では、
「若い人たちの活動の話が聞
けて良かった」と多数の方から感想をいただきました。
午後は結論を出す場ではなく思いを伝えることを目
的に、10グループに分かれ「つながる地域活動、次世代
へつなげる地域活動」「コミカレねっとわーくの今後」
をテーマに大いに意見交換をしあう「語らいの場」を設
けました。
各班、時間を忘れ熱心に話しあう姿が見られ、
「語ら
いの場の時間を長くした方が良いのでは」などの感想
をいただきました。結論は出ずとも、活動をするうえで
刺激のある時間を設けることができました。

静岡県コミュニティづくり推進協議会

〒420-0856 静岡市葵区駿府町1－70 総合社会福祉会館3階
【TEL】054-251-3585 【FAX】054-250-8681
【URL】http://www.sizcom.jp 【E-mail】sizucom0829@po.across.or.jp
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