


　この度、一般社団法人コミュニティネットワーク

協会（以下、CN協会）の理事長を拝命しました久

須美則子です。協会のもとに設置された高齢者住宅

情報センターで相談業務に従事しています。

　CN協会に事務局スタッフとして務めるようにな

ったのは、2006年のことでした。仕事に従事する前

は、生活協同組合や地域で市民活動をしており、食

の安全や、環境に配慮した暮らし方の提案などに取

り組んできました。

　私の住むまちは、多摩川、浅川の一級河川の流れ

に添うように農業用水が流れ、多摩丘陵の緑にも恵

まれた「緑と清流の町」のフレーズが相応しいとこ

ろです。都心への通勤通学の利便性も程よいため、

1950年代から大型団地が多数できたことにより急速

に人口が増えた典型的なベッドタウンでもあります。

　まちの近年の課題は、少子高齢化。子育て世代に

は暮らしやすく、これといった不便、不自由さを感

じることはないものの、1960年代に開発が進んだ大

型団地に目を転じれば、生活スタイルに合わなくな

った部屋の間取りに加え、商店街の閉店により若者

や子育て世帯は近隣のマンションなどに移り住み、

団地からはかつての賑わいは消えて「高齢者世帯が

住むまち」へと変貌していたのでした。

　CN協会が掲げる『100年コミュニティ構想』は、

年を重ねることがハンディになるのではなく、自分

らしく暮らし続けることができる地域社会をつくる

ことを目指しています。その後、特に団地再生型の

高齢者住宅「ゆいま～る多摩平の森」の開設には力

を注ぎました。建て替え完了後、除却を免れた団地

住戸を改装した団地です。この経験は、空き住戸の

活用として、高島平（板橋区）、大曽根（名古屋市）

へと広がっています。

　CN協会が提唱する「高齢者住宅ゆいま～る」は、

住まいの視点から見た地域づくりの機能のひとつで

すが、今後は医療・看護・介護のトータルな仕組み

づくりを進める上で、自治体の協力や地域の事業者

との連携がより重要になっていきます。また、就労

を希望する若者やシングルペアレント、障がい者の

働く場づくりも進めるべき課題です。

　地方創生の調査研究、移住促進の業務受託から見

えてきた高齢者住宅の開設の動きが促進されつつあ

り、人口減少の改善を喫緊の課題とする自治体と連

携し、コミュニティの拠点づくりを進める事業活動

支援も求められています。

　高齢者住宅情報センターには、「年をとり体が不

自由になっても自分らしく暮らしたい」「庇護され

る対象ではなく、自分のできることは自分でしたい」

「誰かの役に立つ、当てにされる存在でありたい」「高

齢者だけが集まって暮らす形態からいろいろな年代

の人たちと緩やかな繋がりの中で暮らしたい」とい

った多様なニーズが寄せられています。

　これらが実現可能となる地域コミュニティづくり

を進めるために、精一杯取り組んで参ります。
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地方創生は低空飛行か？

　最近、地方創生の記事が新聞に載ることが少なく

なってきました。2014年９月、石破茂担当大臣のも

と「まち・ひと・しごと創生本部」が発足して以降、

国はこれまでのものとは一味違う施策を打ち出して

きました。強い危機意識のもと、自治体の主体性発

揮や地方における就労機会の創出に取り組んできま

した。地域ごとの総合戦略をたてて実施することを

促し、30万人の若者雇用を目指し、６次産業の創出

などに取り組みました。しかし、様々な取り組みを

続けている一方で、マスコミでその話題を見ること

が目に見えて減っています。

　地方創生は失敗したのでしょうか？　最近の論評

を読むと、「結局、自治体の人材不足がネックだ」「縦

割り行政は最後まで解消しなかった」など、マイナ

ス面の分析が目立ちます。もちろん、新しい事業が

すぐにうまくいくなんてことはありません。地方創

生では強い危機意識のもとで国の姿勢が大きく様変

わりました。「日本全国一律支援します」から「頑

張る市町村を集中的にサポートします」というスタ

ンスへの変化です。2008年の環境モデル都市（低炭

素社会の実現に向けて温室効果ガスの大幅削減など

への取り組みを行うモデル都市として、政府が選定）

の取り組みあたりからこうした姿勢が表に出てきま

したが、今ではそれがより徹底されています。

　地方が変わるのには時間がかかります。それを見

越して、それぞれの場所でがんばりたいと思います。

そして、これからがんばらければならないのは住民

です。その「がんばる」主体として私たちが取り組

んでいるのが「まちづくり会社」による地方創生で

す。

まちづくり会社とは？

 「まちづくり会社」といえば、地域振興などを目的

として設立される公共性が高い会社を指すことが、

日本では一般的です。中心市街地活性化法で設立し

た市街地の整備改善などを目的とする会社です。実

はこうした会社は全国的に失敗例が多いのです。そ

の要因は様々ありますが、公共性を理由に多くの人

の意見を聞きすぎたり、行政の過剰介入を起こして

しまうことにあるようです。当協会が考えるまちづ

くり会社は少し違います。当協会が関わる地域での

まちづくり会社をここでご紹介をします。

岩手県雫石町の取り組み

　次頁の図１をご覧ください。当協会のまちづくり

会社のイメージです。思いのある事業者と自治体が

出資し、社長は自治体の首長ですが、実際の事業は

民間主導で行うという姿です。これにより、今まで

のまちづくり会社が抱えてきた課題を乗り越えよう

としています。岩手県雫石町のまちづくり会社、株

地方創生の新局面
～まちづくり会社と廃校活用
「がんばる」主体として
私たちが意欲的に取り組んでいるのが
「まちづくり会社による地方創生」

特集

地方創生の新局面
特集
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制度が地域起こし協力隊です。おおむね１年以上３

年以下の期間、地方自治体の委嘱を受け、地域で生

活し、各種の地域協力活動を行う国の制度です。条

件は自治体により異なりますが、月給15万～ 20万

円＋車＋家賃５万円以内くらいになっています。

「ゆいま～る那須２をつくる会」をつくる

　栃木県那須町でも民間主導のまちづくり会社が立

ち上がりつつありますので、紹介したいと思います。

那須には2010年11月に開設したゆいま～る那須があ

り、地方創生の先駆例として国をはじめ各方面から

注目されています。お金の面からは「住宅1,000万

円＋月12万円で暮らそう」というコンセプトを掲げ

ており、「このような暮らし方にしてはとてもお得

な感じ」との評価を受ける一方、「裕福な人しか相

手にしないのね」との批判もありました。実際のと

ころ、月12万円という額はフルタイムで働いてきた

女性の年金をイメージしています。

　批判を受けるまでもなく、より低価格で安心して

住める住居が必要だとの考えは強くありました。ゆ

いま～る那須の開設前から「その次」をつくる検討

をしており、2012年から有志により「ゆいま～る那

須２をつくる会」（以下、那須２）を不定期に開催

し検討を続けてきました。「那須２」は那須町で２

カ所目のゆいま～る、という意味ですが、ただ安価

なだけの住居ではなく、ライフス

タイルの選択でお金をかけずに豊

かに暮らすことを目指しました。

しかし、ゆいま～る那須に近い手

ごろな土地が見つかりませんでし

た。

　2017年、チャンスがめぐってき

ました。廃校になる小学校の活用

方法の２回目の募集が那須町から

あったのです。ゆいま～る那須か

ら車で５分のところにある旧朝日

小学校跡地です。１回目の公募時

にも応募を検討しましたが、校舎

を住宅に改装する費用が思いのほ

か高額になり、事業性が見込めま

事業推進のプロデュース役として

式会社コミュニティライフしずくいし（以下、コミ

ュニティライフしずくいし）では、深谷政光町長が

社長、雫石町で整骨院、接骨院、通所介護、居宅介

護支援事業などを営んでいる会社や雫石町の工務店

の代表取締役の方が役員になり、株主には地元企業

のほか、NPO法人や銀行もいます。このようなチ

ームでこそ、まちづくりが進むと考えています。も

ちろん、適切なチームのあり方はその地域の事情に

よってそれぞれ異なります。特に社長は地元の民間

人の方がうまくいく場合も多いでしょう。図１はあ

くまで地方創生を進める１つのイメージであり、こ

うであらねばならないということではありません。

（コミュニティライフしずくいし

https://cl-shizukuishi.com/）

　また、鳥取県湯梨浜町の湯梨浜まちづくり株式会

社も雫石町に似た形態です。湯梨浜町のまちづくり

会社の社長は首長でなく民間人で、地元の建設会社

の社長さんが務めています。その他いくつかの地域

で似た形式のまちづくり会社が立ち上がろうとして

います。

（湯梨浜まちづくり株式会社

http://yurihama-machidukuri.net/）

　国の地方創生の動きは多少下火になってはいます

が、利用できる制度は多く残っています。立ち上が

りつつあるまちづくり会社で、有効活用されている

図１
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せんでしたので応募は見送りました。２回目の公募

では新築を見込める要綱が付いたので、チャレンジ

しました。現在のゆいま～る那須は自立向けのサー

ビス付き高齢者向け住宅（サ高住）であり、那須町

の地域包括ケアの完成を考えると、必要なものは看

取りと要介護者向けサ高住でした。要介護者向けサ

高住に加え、訪問看護サービスや看取りの機能を拡

充させ、校舎では高齢者の仕事や居場所支援、よろ

ず相談を行い、地域包括ケアの核となる場所にする

ことは必須と考えました。そして、６次産業推進等

による自給力の向上や太陽光発電によるエネルギー

の自給等にも取り組む、まちづくりの総合商店のよ

うな企画になりました。幸い、私たちの提案が採択

されることになりました。住民主導で官民連携可能

な運営主体として、まちづくり会社を設立するのは

必須と考えての応募でした。

　連携の形は多様と考えており、当初は当協会の理

事３名（うち２名はゆいま～る那須在住）と那須町

の事業者でまちづくり会社を立ち上げます。事業の

目的として、「那須町を“生涯活躍のまち”にする」

と、旧朝日小学校跡地を「学びの場と新しいコミュ

ニティの場にする」の２つを掲げています。

旧朝日小学校跡地

　

那須町まちづくり会社の事業
－生涯活躍のまち

 「生涯活躍のまち」に必要なものは、まず安心して

暮らせる地域ケアの仕組みです。図２をご覧くださ

い。現時点での旧朝日小学校跡地を活用して進める

事業の一覧です。要介護者向けサ高住、訪問看護ス

テーション、高齢者居場所支援のほか、統合医療の

普及もあり、那須町（特に北部エリア）の地域包括

ケアの充実を目指します。図２にはありませんが、

障がい者のグループホームの開設も視野に入ってき

ました。

　その次に必要なものは「仕事」です。特に若者の

仕事つくりを強力に支援したいと思っています。現

在計画されているのはチーズ工房ですが、今後増え

ていくと思います。「地方には仕事がない」とよく

言われます。確かに、毎週５～６日出勤して生活や

レジャーに必要なお金を給料としていただく……と

いう従来型の仕事は少ないでしょう。必要なことは

仕事をつくり出すことです。

　仕事をつくり出すことは難しいでしょうか？　那

須町に住み、旧朝日小学校跡地のプロジェクトにも

協力をしてくださっている非電化工房の藤村靖之さ

んは「月３万円ビジネス」を提唱しています。「月

３万円ビジネス」とは月に３万円しか稼げないビジ

ネスのことです。「やりたいこと／いいこと」しか

テーマにしないのです。なにしろ月３万円しか稼げ

ないため市場競争から外れたところにあり、アイデ

アもたくさん出ます。奪わないで分かち合う、みん

なで愉しみながら仕事をつくるという考えです。こ

の考え方を本にしたところ、大きな反響があったの

で事例集も出版しました。自然の恵みで生きる、オ

シャレなエコ、人と人を温かく繋ぐ、孤独でなくな

る、農村に人を惹きつける……など、カテゴリーに

分けて100個の実例を紹介しています。ゆいま～る

那須の事例も紹介されました。

図2
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（http://www.hidenka.net/publish/book10.htm）

　月３万円で暮らせるでしょうか？　藤村さんは地

方なら月３万円ビジネスを２つやって月６万円稼げ

ば暮らせると言います。夫婦２人なら３つで月９万

円でいいと。その秘訣は「自給力」です。必要なも

のを自分でつくる自給力があれば、お金はあまりい

らないのです。那須町ではすでにそのように暮らし

ている人がいます。非電化工房の考え方やノウハウ、

事例なども紹介して新しいライフスタイルを提示し

ていくことも、那須町まちづくり会社の事業として

進める予定です。

学びと新しいコミュニティ

　旧朝日小学校跡地を“学びと新しいコミュニティ

の場”にする予定です。この活動領域はとても広く、

すべての活動を旧朝日小学校跡地に持ってくるわけ

にはいきません。私たちは、校舎の中で那須町での

学びやコミュニティ活動の好事例を紹介し、体感し

ていただく空間をつくろうと思っています。少し風

呂敷が大きいですが、旧朝日小学校跡地のプロジェ

クトそのものを「持続可能な那須の小さなまち」づ

くりとし、校舎の玄関を入ったところにショールー

ムをつくろうと思っています。ショールームで知識

を得て、そのうちのいくつかの事例を校舎や校庭で

体感することにより、来訪いただく方に新しい持続

可能なライフスタイルに気づいていただくことを目

標にしているのです。

　体感いただくものはいくつもありますが、統合医

療が重要であると思っています。統合医療は一般的

には現代医療にヨガや鍼灸などの伝統的な医療や体

質改善療法を組み合わせるものと理解されています

が、当協会が掲げる「こころと身体の健康室」では

住環境から、食、人間関係のことまで視野を広げ、

統合医療の社会モデルの場となることを目指してい

ます。それは持続可能な地域づくりに直結するもの

です。図３をご覧ください。

　やりたいことは多くありますが、できるところか

ら順次積み上げ、来訪者にも参加できるような方法

で事業を進めたいと思っています。勝手に「ガウデ

ィ方式」などと呼んでいます。廃校は本当におもし

ろいフィールドです。旧朝日小学校跡地での活動を

地方創生の新しい好事例としたいと思っています。

また、那須町にとって最適なまちづくり会社の形を

探りつつ、他の地域のまちづくり会社の経験も踏ま

え、まちづくり会社のつくり方や使い方を社会に提

示し、日本各地でのまちづくりに貢献したいと考え

ています。
図3

（http://www.hidenka.net/publish/book10.htm） には現代医療にヨガや鍼灸などの伝統的な医療や体

● 会員価格　
費用 １霊位 170,000 円（消費税別）
※コミュニティネットワーク協会の賛助会員に入会（5000 円／年）

●先祖代々のご供養も可能です。粉骨が必要です。

運営主体 ： 一般社団法人コミュニティネットワーク協会
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5階
電話 ： 090-2535-8492（那須：杉村）

「ゆいま～る自然葬」のご案内  「墓友（はかとも）」募集中です!!
関西・東京に続き３カ所目。
那須 自然村千風の丘の「自然葬芝櫻円環地」の中で新しい形の葬送。
大地に安置して自然に還る。

跡継ぎがいないから無縁仏になってしまう、子どもや親族に迷
惑をかけたくない。合葬墓は不特定多数の人々が埋葬されるお
墓です。手続きをして埋葬した後はコミュニティネットワーク
協会が責任をもって永代供養いたします。

・宗旨・宗派など一切問いません。
・管理料などの維持費は一切不要です。
・年一回合同供養祭を開催、供養いたします。
・好きなときにお参りにいけます。
・ペットも一緒に！

自然葬芝櫻円環地
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地域プロデューサー養成講座を開催しました

7

歴史めぐりなど豊富な事例紹介があり、とても参考
になりました。その他、「地域プロデューサの役割」
「福祉とまちづくり」「資金調達と経営」など、昨年
から引き続き行われた同講座でも受講生のみなさん
は多くのものを得てくださったと感じます。特に「ま
ちづくりにおける自治体の役割」では、３年目とな
る千葉県柏市の元職員、木村清一さんが情熱あふれ
る講義をされ、アンケート項目の「役に立ちそうな
講座」で他の講座を圧倒してトップでした。
　また、今回初めての試みとして、３つのグループ
に分かれてグループ討議をやってみました。活発な
議論になるかどうか心配していましたが、どのグル
ープも充実の議論となりました。「地域プロデュー
サーに必要なこと」をテーマに議論してもらったチ
ームでは、「できないと言ってはいけない」「自分の
イメージを公開する」「反対勢力を巻き込む」「やめ
ることの決断が大事」など、来年の講義に使えそう
な材料をたくさんいただきました。

受講生の連携も活発化
　講座後の受講生の連携も盛り上がりを見せていま
す。５期生を加えて126人が参加している地域プロ
デューサメーリングリストでは、いくつもの話題で
情報交換をしています。７月16日に開催した地域プ
ロデューサー連絡会議には、２期生から５期生まで
10人が参加しました。この場でも「講座の中で他の
ゆいま～るを紹介する動画を見せるとよい」「１回
はランチミーティングをしたらよいのでは？」など
の意見をいただきました。来年、６回目の地域プロ
デューサー養成講座をさらによいものにしたいと思
います。また、昨年度は開催できなかったアドバン
ス講座を今年度はぜひ開催したいと思っています。

円熟の？５回目
　５回目となる地域プロデューサ養成講座を、５月
20日（土）と21日（日）に東京家政学院大学（東京
都千代田区）、27日（土）にゆいま～る中沢と天本
病院（いずれも東京都多摩市）で開催しました。
2014年に開催した第２回から東京家政学院大学で講
義をして、最終日にゆいま～る中沢と天本病院見学
というスタイルになりましたが、そのスタイルにな
って４年目、講座として洗練されてきたと感じます。
講義時間も長めにしたり短めにしたりの試行錯誤を
続けましたが、講座内容によって２時間と1.5時間
に分けたところ、受講者アンケートでは「講義時間
が適切であった」との回答が15人中14人あり、運営
側としてホっとしています。
　受講生は15人と昨年のほぼ半分になりました。し
かしながら受講生の熱意と意欲はこれまでで最大で
あったと感じます。懇親会を２回開催しましたが、
そこで交わされた会話もとても興味深いものでした。
企業の方の参加比率が年々上がっています。介護・
金融・コンサル等各々の立場で地域連携を通してま
ちづくりをしたいとの強い意欲を感じました。昨年
に引き続き、自治体議員の方の参加もありました。
行政職員の参加を増やすことが今後の課題です。

初のグループ討議も充実
　今回のカリキュラムでは「まちづくりにおける企
業の役割」を加え、東急電鉄沿線企画課の平江課長
にお話をうかがいました。1918年に田園都市株式会
社が設立し、1922年に分離した鉄道部門、目黒鎌田
電鉄が東急の母体であり、同社はもともとまちづく
り会社であると強調されました。横浜市と連携した
次世代郊外まちづくりや荏原（東京都品川区）での



研究・人の成長・社会実験
のためのシステム

　夢物語と感じる方も多いでしょう、しかし鈴鹿市
で始まったアズワンの活動は、日本各地はもとより
韓国やブラジルにも広がっています。
　アズワンの特徴は、人と社会についての研究をベ
ースに、多くのセミナーや話し合いの積み重ねによ
る人の成長と、安心してその人らしく生きられるコ
ミュニティをつくる社会実験とが相関連して進んで
いく社会システムにあります。人と社会の研究のた
めに「サイエンズ研究所」、人の成長のために「サ
イエンズスクール」を設け、コミュニティづくりの
社会実験の場としてアズワンネットワーク鈴鹿コミ
ュニティ（以下、鈴鹿コミュニティ）がある、とい
う形になっています。鈴鹿以外の日本エリア、ブラ
ジル、韓国ではコミュニティの実験の場になるほど
成長はしていませんが、関わる人は熱気にあふれて
おり、今後が楽しみです。
（アズワンネットワーク　http://as-one.main.jp/HP/）

境界も決まりもない、
そのアバウトさの理由

　鈴鹿コミュニティでは、100人から150人くらいの
人々が半径１kmくらいの地域に点在して住んでい
ます。徒歩や自転車で行き来できる距離です。この
「100人から150人くらい」というアバウトさが素敵
です。エリア内にはメンバーとしての決まりやコミ
ュニティの境界がありません。参加したい人が参加
したいときに参加するコミュニティなのです。それ
でコミュニティが成り立つことが不思議ですが、実
際に行ってみるとその理由がわかります。アズワン
の人たちは、近くに住む人が「疑いや警戒がいらな

当協会も取り組んでいるコミュニティづくり、先駆例は多数ありますが、まずご紹介したいのは三重県鈴鹿市にあるアズワ
ンネットワーク（以下、アズワン）です。ジョン・レノンは名曲「イマジン」の中で、“The World will be as one ”と
歌っています。「アズワン（as one）」とは、「一つの世界」を意味しています。アズワンのスタッフ・住人たちも、自分た
ちは「一つの世界」に生きている存在であり、世界中のみんなが仲良く一つになって進歩発展していくことが人間の本来の
姿であると考えています。アズワンネットワーク鈴鹿コミュニティでは、それを実際に創りだしていこうとしています。

くて、隔てや囲いがなく、親しく心からうち溶けあ
って」暮らしていきたいと願っているからです。そ
のためにセミナーへの参加や話し合いを積み重ねて
います。

「共通のお財布」で
経済的不安のない暮らし

　経済のあり方も一味違います。100から150人の中
には、アズワンネットワークの仕事をしている人も
いるし、アズワンと無関係の仕事をしている人もい
ます。そのうち70人程度の人々は共通のお財布で生
活しています。全財産をそのお財布に提供しなけれ
ばならないということではなく、出したいと思う範
囲でいいのです。そのお財布から各人が使いたいお
金を使うのです。数年前、アズワンの方をゆいま～
る那須にお招きしたことがありました。共通のお財
布で生活していることを知っていたので、「旅費は
どうやってもらうの？」と聞いたところ、「コミュ
ニティオフィスの窓口に行って、もらうんだよ」と
言われました。「申請書や決裁とかないの？」とさ
らに聞くと、「ないよ、何で？」との答えでした。「疑
いや警戒がいらなくて、隔てや囲いがなく、親しく
心からうち溶けあって」暮らしたいと考えている人
たちの間では、個々のお財布は不要なものなのでし
ょう。ちなみに、この「共通のお財布」という言葉
はアズワンでは使わないとのことです。お金を介在
させないでもいいような親しい間柄みたいな感覚、
言い換えると、それぞれの家計があるのですが、家
族のような親しい間柄なので、お金も物も自在に融
通し合っているということなのだそうです。いいな
あと感じます。

10年で素敵なコミュニティを実現

アズワンネットワーク 鈴鹿コミュニティ
三重県鈴鹿市阿古曽町14-28　http://as-one.main.jp/suzuka/ac/　

みんなが仲良く一つになって進歩発展
コミュニティづくりの原点がそこにある

先達に
学ぶ
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　彼らとの関わりの中で得た大きな学びは、「心か
らうち溶けあって」暮らすことは簡単には実現でき
ない、しかし、関わるみんながそのように暮らした
いと願っていることが重要であり、願っていればそ
れは半ば実現するのだということです。宿泊した家
の方とその友人がとても親しげに話しているので、
「仲よしですねえ」と声をかけると、「わだかまりな
くなったのはつい最近よね」「そうよね、10年かか
ったわね」との言葉が返ってきて、とても驚きまし

た。逆に、アズワン
のように強い思いを
持った人がまとまっ
て10年近く住めば、
どこにでも素晴らし
いコミュニティがで

きるのではないかと思いました。

人のための会社
「おふくろさん弁当」で経済活動も
　鈴鹿コミュニティでは研究やセミナー以外にもさ
まざまな活動をしています。農業については会社を
つくって事業として行うとともに、同じ場所で「森
のはたけ公園」と称して子どもが参加する体験活動
をしています。そこには井戸や簡単な炊事場があり、
みんなで楽しく食事をします。車で里山まで出かけ
ての活動もしています。炭焼き小屋をつくってエネ
ルギーや食の自給にも取り組んでいます。
　主力の事業は「おふくろさん弁当」というお弁当
屋さんです。マスコミでも何度も取り上げられた面
白い会社です。本も出ています。
（http://kurahate22.hatenablog.com/
entry/2016/09/18/155455）
　この会社にはルールらしいルールがありません。
また、給料は能力や働いた時間ではなく、その人の
生活事情（教育費がかかるとか、介護費用がかかる
とか）によって決まります。会社のために人を雇う
のでなく、人のために会社があるのです。一般的に
会社は商品の供給に必要な人数のスタッフを雇って
おかなければなりません。が、「おふくろさん弁当」
では、注文が増えて従業員でさばききれそうもない
ときにはヘルプを求めます。そうすると鈴鹿コミュ
ニティの近隣のみなさんが働きに来てくれるのです。
近くに住むメリットがここでも活かされています。

「スペースJOY」の役割
　最後に「スペースJOY」を紹介しましょう。ここ
では農園でとれた野菜やコメ、弁当屋のお惣菜が置
かれています。日用品も先ほど説明した「共通のお
財布」を使って仕入れて置いてあります。それらを
コミュニティのメンバーは対価を払わずに持ってい
くことができます。お金を使わずに日常生活を送る
ことができるのです。もちろん、その原資は「共通
のお財布」ですからお金なのですが、コミュニティ
のメンバーで体を壊したなどの理由で働けない方も
生活の心配はないのです。よく聞いてみると、アズ
ワンを立ち上げた
人々はヤマギシ会か
ら移住してきた人た
ちであり、元からお
財布ひとつのコミュ
ニティではありまし

た。しかし、今ではヤマギシ会に無関係な人たちが
何人もこの「共通のお財布」に参加しています。他
には例のないコミュニティでしょう。

実はエコビレッジだった？
　ここまで読むと「アズワンってエコビレッジです
ね」という感想を持たれる方もいらっしゃるでしょ
う。アズワンの人たちにはエコビレッジをつくって
いるという自覚はなかったのですが、全国のエコビ
レッジ関係者によって注目され、交流が進みました。
今ではアズワンの主力メンバーがグローバル・エコ
ビレッジ・ネットワーク・ジャパンの代表と事務局
スタッフを務めています。紙面の関係でエコビレッ
ジには言及することができませんので、詳しくは
HPをぜひご参照ください。
（http://genjp2015.wixsite.com/japan）
　アズワンとは今後も連携し、ともに成長していき
たいと思っています。鈴鹿コミュニティへの訪問、
お勧めいたします。

住民同士の会話には笑いが絶えない

コミュニティ内販売店「スペースJOY」

「おふくろさん弁当」での作業「森のはたけ公園」で体験活動
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高齢者住宅情報センター東京からのお知らせ
■高齢期は自立のとき、新終活学校　好評開催！
自分らしい暮らしの実現って？　老いが進んでも手厚いサービスが受けられる、
看取りや身辺整理も託すことができる安心した暮らしがしたい…。もし100歳ま
で生きるとしたら。住み替え可能な高齢者住宅のご案内から選び方など必要な
ポイントをご紹介します。

〔基礎セミナー〕「失敗しない高齢者住宅の選び方　契約書の読み方編」
●日時：９月13日（水）13:30～ 
●講師：久須美 則子（高齢者住宅情報センター東京センター長）
〔特別セミナー〕「高齢者住宅への住み替え知識～身元保証について考える」
● 日程：８月22日（火）13:30～／10月６日（金）13:30～
● 講師：山口雅道さん(一般社団法人シニア総合サポートセンターエリ
ア統括マネージャー）

＊いずれも会場は高齢者住宅情報センター東京。定員15名、参加費500円

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ
〔基礎セミナー〕「住み替えて良かった　高齢者住宅が安心なワケ」
高齢者住宅へ入居を決めた方はどんな時に「良かった」「助かった」と実感さ
れているのでしょうか。実例を交えながら高齢者住宅に関する基礎知識をお話
しいたします。
●日時：11月２日（木）14:00～
●講師：藤原真悟（高齢者住宅情報センター相談員）
●参加費：500円

〔特別セミナー〕「知っておきたい家族葬のＱ＆Ａ」
近年は少人数でゆっくりお別れができる「家族葬」が増えています。家族葬
は一般の葬儀と同じですが、形式は自由。どのような葬儀をしたいかを考えます。
●日時：９月28日（木）14:00～
●講師：堀口直樹さん（総合葬祭　千の風　葬祭ディレクター）
●参加費：無料（要予約）
＊いずれも会場は高齢者住宅情報センター大阪（要予約）

■「ゆいま～る那須２」をつくる会
ゆいま～る那須から車で５分程度のところにある旧朝日小学校跡地を「生涯
活躍のまち」の拠点とし、学びの場・新しいコミュニティの場にしたいと考えて
います。コミュニティカフェ、高齢者の居場所づくりなど企画中です。ご参加く
ださい。
東京開催 ●日時：９月15日（金）13:30～15:00

  ●場所：高齢者住宅情報センター東京
那須開催   ●日時：９月28日（木）11:00～12:00

  ●場所：ゆいま～る那須食堂

■那須町自然葬墓地の説明会
自然葬が那須町でスタート。ペットも埋葬できます。仕組みや費用を説明します。
  ●日時：９月15日（金）15:00～16:00　
●場所：高齢者住宅情報センター東京
  ● 日時：９月28日（木）13:00～15:00　
●場所： ゆいま～る那須食堂（要予約。希望者は自然葬墓地にご案内いた

します）

生涯活躍のまち 移住促進センターからのお知らせ
■山梨県都留市「生涯活躍のまち・つるをつくる会」
山梨県都留市では、地方創生の一環として「生涯活躍のまち・つる」プロジェ
クトが進行中です。あなたの意見を「つるをつくる会」に活かして、高齢者や
地元の市民、学生などと協働し、自分らしく生きられるまちづくりに参加しませんか？
  ●日時： 第３回 ９月20日（水）／第４回 10月20日（金）13:30～15:00
  ●場所：生涯活躍のまち 移住促進センター

■鳥取県南部町移住体験ツアー　～子育て世代のみなさまへ～
環境省が指定する重要な里地里山に全町が指定された南部町。農村環境と
ともに、子育て世代を対象に陶芸体験やザリガニ釣り、石窯ピザ作り等のア
クティビティを楽しめます。
  ●日程：第１回 ９月30日（土）～10月１日（日）
＊全て要予約
＊申込み・お問合せ：0120-154-732（生涯活躍のまち 移住促進センター）

■鳥取県ゆりはま暮らし大人の移住体験ツアー
日本海沿い、温泉と二十世紀梨のまち鳥取県湯梨浜町を訪ねる現地ツアー
です。梨狩りや漁師さんのもてなし、海の幸、グラウンドゴルフ体験、温泉でゆっ
たり。
  ●日程：９月11日（月）～12日（火）

■鳥取県湯梨浜町・ゆうゆう、ゆりはま女子旅
座禅とパンづくり、早朝ヨガ、ゆりはま女子と茶話会で心とからだを元気にしま
しょう。
  ●日程：10月14日（土）～15日（日）
＊ ゆりはまツアーの参加費はいずれも3,000円（税込）。一泊夕朝食付き宿泊費、
町内移動バス代含む。集合地・鳥取空港またはJR鳥取駅までの交通費は実費。
鳥取県内国内便エアサポート支援あり。
＊お問合せ（主催）：0858-35-5313（湯梨浜町役場みらい創造室）
＊共催：生涯活躍のまち移住促進センター

〈生涯活躍のまち 移住促進センター移転のお知らせ〉
６月19日より、有楽町電気ビル５階（東京都千代田区）に移転し、リニューア
ルオープンいたしました。コミュニティネットワーク協会・高齢者情報センターと
連携しながら、幅広い世代に向けた移住を中心とする相談や生活関連情報の
提供をしてまいります。

編集だより　「地方創生」を民官連携で新しい局面を開きたいと多くの関係者
が現地で踏ん張っています。新しい試みが波及し、各地で実践可能となることを
期待しています。念願の自然葬がようやくスタートできました。「直葬」もよしといわ
れる時代。会員同士、縁をつなぎ、助け合っていきたいですね。（近山恵子）
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