
つながる・ひろがる！

子どもから高齢者まで、さまざまな価値観を持つ人たちが、世代や立場を超え、
お互いの生活を尊重しながら、ともに支え合う仕組みのある「まち」づくり。
それが一般社団法人コミュニティネットワーク協会の提唱する「100年コミュニティ」です。
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特 集　　まちづくり先進事例

【トピックス】　第6回地域プロデューサー養成講座を開催します

その1　栃木県那須町　つながる & ひろがる　人・仕事・文化　生涯活躍の町へ
　　　　　　「那須まちづくり広場」が本格始動!

その2　奈良県下市町　楽に楽しく!
　　　　　　 高齢営農コミュニティづくりから「元気印」集落事業まで
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樋口恵子さんの講演も盛況
　６月16日の樋口恵子さんの講演のときにも、
栃木県益子町から25名もの方が来訪されまし
た。講演は大盛況で、「86歳現役の言葉は、言
葉を越えたパワーをいただきました」、「とて
も元気をもらいました。今日からユーモアを
忘れずに明るく生きて行こうと思いました」
など嬉しい反響をいただいています。
　「楽校（がっこう）」では原則月に１回招聘
講演を行っています。今後も上野千鶴子さん、
山崎亮さん、田中喜美子さん、和合亮一さん
など、すばらしい方々をお招きします。また
幸いなことに、「楽校」の４つの教室で地元の
方々による多くの学びの場がつくられ始めて
います。招聘講演も開催する一般教室では、
那須町北部で住民主体の移動支援システムの
構築を目指す学習会「暮らしの足を確保する
には」や統合医療サマーセミナー報告会が開
催されました。アート教室では体験型の「染
めあそび」や「ちぎり絵あそび」などが毎週
開催されています。映像教室では「映像を見
て語る会」が始まりました。初回は映画『種
子（たね）』を題材に、地元生産者の方も参加
され意見交換をしました。ゆったり映像を見
ていただくための畳敷きのスペースを設け、
そのスペースを活用して子育て応援交流会も
開催されています。音楽工房LaLaらうむでは

早かった県の視察
　開設前後には幸いなことにマスコミからの
注目をいただきました。４月27日の開設日には
ＮＨＫの取材を受け、その日の『とちぎ640』
で放映されました。開設前の４月18日には下
野新聞（https ://www.shimotsuke .co . jp/
articles/-/26095）、開設後の５月８日には毎日
新聞（https://mainichi.jp/articles/20180508/
ddl/k09/040/096000c）に掲載されました。
　いくつもの団体に見学に来ていただいてい
ますが、嬉しかったのは開設まもない５月16
日に栃木県総合政策部の皆様が視察にいらし
たことです。「那須まちづくり広場」全体をご
案内し、コミュニティカフェ「ここ」でラン
チをしていただき意見交換をしました。廃校
活用の新たな可能性を民間主導の官民連携で
進める意義と課題などを話しました。

つながる＆ひろがる　
人  仕事  文化  生涯活躍の町へ

「那須まちづくり広場」が
本格始動！

前号ではトピックスとして「那須まちづくり広場」が始まったことをご報告しました。今号では、その
後の経過のご報告と「那須まちづくり広場」が目指すものの説明など、特集記事としてご紹介させて
いただきます。

特 集

栃木県総合政策部と那須町役場の皆様と

まちづくり
先 進 事 例

執筆：鏑木孝昭（一般社団法人コミュニティネットワーク協会理事）

その１
栃木県那須町
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Swing MASAさんの真夏のジャズコンサート
が熱く開催され、パイプオルガンやフルート
のコンサートも予定されています。８月から
の「楽校」の予定を表１に示します。活動は
どんどん広がっています。

自然食品店の「あや市場」が人気

　地元農家の新鮮野菜や、身体にやさしい食
品食材を多く扱っている「あや市場」では、
開設２カ月まもない時期にもかかわらず、固
定のお客様となってくださった方が多くい
らっしゃいました。３・11を乗り越えて那須
暮らしをしている子育て中の親たちは食べ物
にとても敏感で、「あや市場」が開設し、品数
が豊富なことをとても喜んでくださっていま
す。パンやお菓子などを購入する方々の意見
を取り入れて作り方を変更することで、作り
手も購入者も共に喜びを分かち合っています。
大切なことは、「あや市場」が単なるショップ
ではなく、訪ねてくる方々とのコミュニケーション
の場になっていることです。「あや市場」での
何気ない会話から健康関係のイベントが立ち
上がる……ということも起こっています。

目的を忘れずに
　不慣れなうえ、年中無休で開設したこともあ
り、日々の仕事をこなすのに手いっぱいではあ
りますが、何のために「那須まちづくり広場」
を始めたのかを常に振り返るようにしています。

　対外的には、「那須まちづくり広場」の目的は
２つあります。１つは、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ことです。
誰もがくつろげるコミュニティカフェを常設し、
よろず相談所を置きます。各種セミナーも開催
します。大切にしているのはアートです。暮らし
に美しさがあってこそ生活が輝きます。アート教
室では多くの体験講座があり、音楽工房LaLaら
うむではいくつもの楽器を置いて、楽器にさわっ
てみるワークショップなどを開催しています。
　もう１つは、那須町を「生涯活躍のまち」に
することです。そのために誰もが健康で安心し
て暮らせる仕組みづくりをします。那須町で不
足している地域包括ケア実践拠点となることを
目指しています。また、“活躍”するには仕事
は欠かせません。生活を支える仕事を生み出し
ていく拠点にしていきます。給食室などを活用
して第６次産業の振興を図っていきます。

統合医療の実践
　豊かな暮らしづくりのために「那須まちづ
くり広場」が掲げているのが統合医療の実践
と浸透です。統合医療とは、近代医療だけで
なく、ヨガ、鍼灸などの伝統医療、その人に

次回「映像を見て語る会」は、再度、映画『種子』が題材。
８月7日（火）18：00～

場所 日付 時刻 内容 講師 参加費
映像教室 8月2日（木） 14:00～16:00 環境アレルギーのお話し会 多田美幸 500円

アート教室 8月5日（日） 10:00～12:00 ちぎり絵あそび 高橋厚子 1000円

コミュニティカフェ「ここ」 8月7日（火） 10:00～15:00 ワンデイシェフ　タイカレー食堂 薄井史子 1000円他

映像教室 8月9日（木） 14:00～16:00 題材「サティシュ・クマールの今、ここにある未来with 辻信一」 500円

音楽工房 LaLaらうむ
8月20日（月）

11:00 ＆ 14:00
音楽人形劇研究会

「赤ずきんと狼のお話」
パペレッタ
カンパニー

500円
（場所変更の可能性有）8月21日（火）

アート教室 8月26日（日） 10:30～12:00 染めあそび 高久加奈子 2000円

招聘講演
2階２－１

9月2日（日） 13:30～15:30
最期まで住みなれた
自宅で暮らすために

上野千鶴子 1000円

音楽工房 LaLaらうむ 10月7日（土） 未定 バロック音楽のコンサート フルートとチェンバロ 綛村麻友 未定

招聘講演
2階２－１

10月28日（土） 13:30～15:30 元気なまちづくりのヒント 山崎亮 1000円

招聘講演
2階２－１

11月18日（日） 14:00～16:00 できない子供が日本を救う！ 田中喜美子 1000円

招聘講演
2階２－１

12月1日（土） 13:30～15:30 福島に生きる　福島を生きる（仮） 和合亮一 1000円

表１　那須まちづくり広場「楽校」講座予定（8月以降）
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適した食事、生活習慣など、ライフスタイル
の改善などを統合して人を総合的にケアして
いこうという実践です。そのイメージは図１
の通りです。来年度、介護重視型のサービス
付き高齢者向け住宅の開設を予定しており、
完成期を自分らしく生ききれるよう検討して
います。伝統医療については前号でも言及し
た「こころと体の健康室」があり、鍼灸、マッ
サージ、指圧、アーユルヴェーダなどの施術
チームがいます。食については「あや市場」
のほか、安心安全の食卓を目指し配食を行う
「らくらく食卓センター」もあります。よろ
ず相談所やコミュニティカフェ「ここ」も安
心や心の健康につながると考えています。

統合医療社会モデル
　「那須まちづくり広場」全体で目指してい
るのが、統合医療社会モデルを那須で実現す
ることです。統合医療社会モデルはまだ耳慣
れない言葉ですが、少しずつ根付いています。
自民党国会議員による議連「統合医療推進議
員連盟」には自民党国会議員の約3分2の
277人（2017年３月現在）が参加しています。
この議連が採択した統合医療の概念をご紹介
します。統合医療には医療モデルと社会モデ
ルがあり、医療モデルは「近代西洋医学に限
らずその人に合った方法を取り入れて、治療
効果を高め、QOL（生活の質）の向上を目指
す医療であり」、社会モデルは「さまざまな
知識を総動員し、地域が主体となってお互い
のQOLを高める手段である」とのことです。
この社会モデルこそ、「那須まちづくり広場」
が目指すものです。社会モデルによるQOL

向上のイメージを図2に示します。

先進モデル地区に

　昨年10月に地域おこし協力隊の星野瑞季さ
んが開催した連続セミナー「統合医療ってな
あに」を終了し、統合医療社会モデルを目指
すという発信を始めました。すでに日本統合
医療学会からお声がかかり、７月14日のサ
マーセミナーで「生活者としての統合医療関
係者１‒那須町における試み‒」という演題で
発表させていただきました。６月27日には日
本鍼灸師会の大口副会長、栃木県、福島県鍼
灸師会の各会長ら４名が来訪され、那須町職
員、統合医療をすすめる会メンバーが同席し、
「那須まちづくり広場」をフィールドに伝統
医学を活用した地域コミュニティの新たな活
性化ができないか話し合いました。那須を統
合医療社会モデルの先進モデル地域とし、日
本、そして世界にその成果を発信できるまで
がんばろうと思っています。

日本鍼灸師会、那須町企画財政課、統合医療をすすめる会の皆様

適した食事、生活習慣など、ライフスタイル
の改善などを統合して人を総合的にケアして

向上のイメージを図2に示します。
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1F
1-1（130.9㎡）
森林ノ牧場　朝日小ミルクプラント
障がい者と共同し、アイスミルクバーの製造をします。
地域の乳製品加工拠点を目指します。

1-2（33㎡）
宿直室/給湯室

1-3（33㎡）
よろず相談所
高齢者住宅情報センター/移住促進センター
ワンストップで自立促進できるように相談をお受けします。
要予約:電話0287-74-3434

1-4（62.9㎡）
らくサポ那須支部　共生の居場所
ボランティア活動の拠点となります。（ガゾリン代補填）
サロンを毎週木曜日10時~14時に開きます。
参加費:300円（お茶お菓子代）
サロン参加には登録が必要です。
サポーター登録者募集中です。
問い合わせ先:白澤・人見　090-1204-5453

1-5（57.4㎡）
こころと体の健康室
那須地域に暮らす有志が集まり、健康を高め病気を
予防するセルフケアの方法などを学び実践しています。
すべて予約制です。
【指圧・マッサージ】　担当:中川 達也
　　毎週 月曜日 13~15時 電話:090-4044-1116
【整体・鍼灸】　担当:佐藤 道代
　　毎週 火曜日 10時~19時、金曜日 13時半~18時
　　電話:080-6651-5543　晴美堂治療院
【エネルギー療法】　担当:相馬 健一
　　毎月 第2水曜日 10時~17時 電話:090-2171-7035
【伝統医学アーユルヴェーダ健康教室】担当:榎 尚子
　　毎月 第4水曜日 10時半~12時 電話:090-5618-3904
【ボディケア】　担当:星野 瑞季
　　毎週 木曜日 10時~17時　電話090-9383-1715
この他に、タイ古式マッサージを受けることができます。

1-6（38.5㎡）
貸室（倉庫）

1-7（30㎡）
予約済

1-8（78.8㎡）
貸室・SOHO事務所
起業したい方を支援する共同事務所です。机ひとつの
事務所は賃料と共益費月7000円で開設できます。
「那須まちづくり広場」の事務所はここにあります。

1-9（31.5㎡）
アートギャラリー
作品発表、展示の場です。ご利用者随時募集中。

1-10（78.8㎡）
楽校（アート教室）
那須地域の芸術家が、旧図工室を活用したアートの教
室を開催します。

現在定期的に開催しているものとして、「表現アートセラ
ピー」があります。原則毎週金曜日10:30~12:00に以下
のいずれかを開催しています。詳細は近藤（090-8489-
5999）までお問合せください。
　　　菊池裕子 花あそび
　　　大場征彦 大人のぬり絵あそび
　　　氷鉋友義 歌（声）あそび
　　　北原秀章 色あそび
　　　高久加奈子 染めあそび
貸教室としての利用もできます。那須まちづくり広場まで
問い合わせください。

1-11（31.5㎡）
住友博　写真展示室
場所（写真）は自分が感じる以上に語っているはず　
写真を見続けることでそのことを見たい
「さらなる旅の行方」視線の行方
　　　vol.2 6.30（土） - 9.20（木）
　　　vol.3 9.22（土） - 11.25（日）
　　　vol.4 11.27（火） - 1.24（木）
時間:10時～16時　連絡先:zs5d3i@bma.biglobe.ne.jp

1-12（85.8㎡）
あや市場
毎日9時から16時まで地元の新鮮野菜や自然食品を
販売。試食しながらお喋りもできる、地域の交流の場で
もある市場です。商品のお取り寄せもいたします。宅配
も開始しました。宅配会員募集中です。

1-13（35㎡）
らくらく食卓センター
安心安全の食卓を目指し、お弁当を配食します。5食以
上でしたら配達を無料で行います。
営業は月曜日から土曜日、日曜日はイベントなどの状況
に応じて行います。時間は10時から16時です。
連絡先:0287-60-1305　または　090-1204-5453 
担当：人見

1-14（95㎡）
コミュニティカフェ「ここ」
毎日9時から16時まで、年中無休です。500冊の絵本や
特徴ある本が満載のカフェです。おいしいコーヒーやラン
チで落ちついた時間を過ごしませんか。

2F
2-1（63㎡）
楽校（がっこう）
各種教室を開催します。空いているときは貸し集会室にな
ります。
午前/午後　各1000円
（①と②両方利用2000円、夜間応相談）

2-2（63㎡）
貸室
午前/午後　各1000円（夜間応相談）

2-3（63㎡）/ 2-4（63㎡）
卓球室
1台につき1時間200円。着替えスペースもあります。

2-5（63㎡）
楽集室遊房（がくしゅうしつあそぼう）
人生100年の時代を迎え、多様化した価値観のもと、
楽しく集い、地縁・知縁の繋がりをつくり、当楽集室を遊
びながら学ぶ場所とすること及び防災啓蒙普及の場所
とします。

2-6（63㎡）
パペレッタ・カンパニー
歌ったり、演奏をしたり、演じたり、子どももシニアも、いろんな
世代が人形劇を通して、共に楽しく表現活動をしていきます。
お子さま連れで参加できますよ。
連絡先: 久田恵　090-4835-1195

Eメール:hanagesisha@gmail.com

2-7（31.5㎡）
コニコマコーナー
小西綾さん、駒尺喜美さんの活動をたどれます。
毎日9時から16時まで開設。ゆっくり過ごせます。

2-8（31.5㎡）
K's workshop藍
藍染&着物リメイク、一閑張り工房。
古布に新たな息吹きを!
一閑張り体験、天然石展示の店
営業時間　土日祝　12時~16時
※平日は不定休のためお問い合わせ下さい
連絡先：090-4596-9865

2-9（31.5㎡）
手仕事工房　Etsuko no Heya
オーダーメイドで、皆様のご注文に応じます。既製のお洋
服では満足できない方、ぜひ一度おいでください。
開店している日は未定ですので、来店される場合、090-
1398-6426まで、17:30以降お電話下さい。
お待ちしております。

2-10（63㎡）
楽校（映像教室）
映像を使う教室です。畳敷きになっており、教室がないとき
は、ゆったり休める畳敷きのリラックススペースになります。
貸教室として利用できます。
午前/午後　各1000円（夜間応相談）
音響装置（PA）やプロジェクタも午前/午後1000円でお
貸しします。映像を用いた学習会などにご利用ください。

2-11（23.8㎡）
倉庫

2-12（110.2㎡）
音楽工房　LaLaらうむ
チェンバロやリードオルガンなど歴史ある楽器があり、子ど
ものための音楽資料など展示、不定期で音楽会を開催し
ています。
貸室としても利用できます。ピアノの利用込みで3時間
1000円です。歴史的楽器の使用についてはご相談くだ
さい。
連絡先:鏑木（かぶらぎ）090-6114-3525

「那須まちづくり広場」校舎フロア案内と活用状況

　実践につながるような話をたくさん書きました。
そのうちの１つが「生活設計を書いてみる」こと。暮
らし方、家族や友人、仕事、経済、健康、趣味などを
100歳代まで書いてみると、自分の現実を知る機会
となります。納得して生きていくためには人とつな
がり、シェアし、それを実現していく仕組みが必要
です。改めて、生活設計を立てることで、生きにくい
と思える社会が、変わってみえるかもしれません。
　この本が誰もが暮らしやすい社会になる実践の手が
かりになればありがたい、と思っています。 （近山恵子）

　この本は、女性3人が20代に東京で出会い、長年都
会暮らしをしていながら、何故、「ゆいま～る那須」
での田舎暮らしを選択したのかの生き方・暮らし方
が書かれています。編集者の出口綾子さんは1970年
生まれ。現在、母親の介護をし、将来に不安を抱えて
いて、3人の暮らしの選択に興味津々となりました。
出口さんを交えて、現在・過去・未来を語ることで、
私たちのような選択が暮らし方を変え、出会いを大
切にしていくことで、解決できることが沢山あるこ
とを知ってもらいたいと思いました。

20代からの友人・女性 3人の共著　
～ウーマンリブから、高齢者住宅、地方創生の拠点づくりへ～

新刊案内

『どこで、誰と、どう暮らす？』
価格1600円 　（彩流社刊）

近山恵子・櫛引順子・
佐々木敏子著
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楽に楽しく！

高齢営農コミュニティづくりから
「元気印」集落事業まで――

いよいよ開催が迫ってきた2018年度の地域
プロデューサー養成講座。本年度の2日目にプロデューサー養成講座。本年度の2日目に
は、奈良県下市町・地域づくり推進課課長でい
らっしゃる中本欽也さんにお越しいただき、
「まちづくりにおける自治体の役割」をテーマ
にお話しいただくと伺いました。
これも何かの縁。下市町とは2014年から交
流を続けており、その範囲で学んだ下市町の
取り組みについて、少しご紹介させていただ
きます。

特 集

まちづくり
先 進 事 例

執筆：長島洋介（第4期地域プロデューサー養成講座修了生）

その2
奈良県下市町

くなっていました。現役の高齢営農者が少し
でも営農を続けながら、地区のコミュニティ
を次の世代に受け継ぐにはどうすればよいか。
こうした課題意識の中で、多彩なメンバーに
よる「らくらく農法」の開発を目指した活動
が始まりました。

らくらく農法の４つの視点
「集

ム ラ

落」「生業」「電動農具」「身体」
　「らくらく農法」は、農業技術の開発だけで
はなく、「集

ム ラ

落」「生業」「電動農具」「身体」
といった４つの視点からなります。まずは、

楽で楽しく
高齢営農コミュニティづくり
　下市町を舞台とした「楽で楽しく高齢営農
コミュニティづくり」は、国立研究開発法人
科学技術振興機構・社会技術研究開発センター
（JST-RISTEX）で推進された「コミュニティ
で創る新しい高齢社会のデザイン」研究開発
領域の中で採択されたプロジェクトの1つとし
て、動きを見せました。「営農をあと10年続け
られる環境をつくりたい」という思いを共有
しながら、栃原地区区長（当時）、地元企業、
下市町役場、奈良女子大学・奈良県農業研究
開発センターといった民産官学が歩みを共に
しました。

営農者の高齢化と
「らくらく農法」
　栃原地区は下市町の中で中山間地域に位置
し、隣接地域を含めて柿などの果樹栽培が盛
んな地域です。この地区も、多聞に漏れず高
齢化・過疎化が進んでいました。さらに、か
なり急傾斜地で重い柿の実栽培が営まれてお
り、高齢化した営農者の身体には負担が大き

奈良県
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援する事業から始まります（支援事業）。話し
合った結果、集落で「これをやりたい！」と
いう具体的なアイデアが生まれれば、その活
動の実現に向けた取り組みの支援も用意され
ています（推進事業）。集落の人々が自らやっ
てみたいことを生み出し、実現するまでを支
援する大事な事業になっています。

　下市町はその他にも、奈良女子大学と包括的
連携協定を結び、文部科学省の「地（知）の
拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」
でも協働していて、地域連携による活動を進めて
いらっしゃいます。「らくらく農法」プロジェクトを中
心に第２回プラチナ大賞で優秀賞を獲得したり、
「元気印」集落事業から生まれた取り組みが
第８回ゆめづくりまちづくり賞（国土交通省近畿
地方整備局）の優秀賞を獲得したりと、対外的
にも大きな評価を受けています。
　こうした取り組みは、地域力の底上げを誰
かに任せるのではなく、住民も自治体職員も、
企業も研究者も、それぞれの強みを持ち寄っ
て地域を盛り上げていくモデルとして、貴重
なものになるのではないかと感じています
（下イメージ図）。こうした経験を通じて、中
本欽也さんから、「まちづくりにおける自治体
の役割」を伺えることを楽しみにしています。

「集
ム ラ

落」です。社会学の視点から、集落点検を
実施し、畑の状況、世帯の状況、地域の文化
など、普段はなかなか共有する機会がない情
報を膝を突き合わせながら出し合い、共有し
ました。このように地域の情報を共有しなが
ら、各種の活動が進められました。その１つ
が「生業（農業）」の視点から、重い柿の実で
はなく、身体的に負担の少ない「柿の葉」の
栽培の確立と、その販路の開拓です。柿の葉
寿司などに利用できる「柿の葉」づくりに特
化した手法は、柿の実の手法とは異なるもの
で、「品種」「大きさ」「量」などに合わせた栽
培手法が生み出されました。同時に、休眠し
ていた農事組合法人を再起動し、経営安定化
に向けた支援の仕組みにも取り組まれました。
その一方で、「柿の実」への思い入れのある営
農者が多いことも事実であり、地元企業が中
心となって、急傾斜地での重い果実の運搬を
支える「電動農具」の開発も、地元の営農者
の声を絶えず反映させていく形で進められま
した。すでに販売もされ、農業以外の場面で
も活躍が見込まれています。そして、柿を栽
培する農作業内容に合わせた形で、日常的に
身体をメンテナンスするための「からだ点検」
と「らくらく体操」が作成されました。ここ
では、スポーツ科学の知見が活かされています。

「地域づくり推進課」の立ち上げと
「元気印」集落事業
　このように「４つの視点」を示すと、それ
ぞれが単独に進められた印象を持たれるかも
しれません。実際は、それぞれの活動が「コ
ミュニティ」を中心としながら、包括的・相
乗的に進められた点が特徴で、まさにまちづ
くりの一環と言えます。そこでは基礎
自治体である町役場の役割は重要とい
う認識のもと、横断的な対応ができる
「地域づくり推進課」が立ち上げられま
した。その後「地域づくり推進課」は、
町全体で横断的な活動支援の母体に
なっています。
　その代表的な活動と言えるのが、下市
町「元気印」集落事業です。平成24年度
から開始された同事業は、集落を単位に
皆が集まり、話し合うことそのものを支
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T O P I C S

自治体をターゲットに開催時期変更

　６回目となった地域プロデューサー養成講
座。例年５月に開催してきましたが、今年は
８月25日から９月1日の開催としました。自治
体関係者の方に多く受講してほしいのですが、
５月は新年度の人事異動直後であり、また議
会を開催する自治体が多く職員の参加が難し
いという理由で時期の変更をしました。同講
座の卒業生有志で地方議会があまり開催され
ない時期はいつごろかをリサーチしたところ、
自治体ごとにバラバラでした。しいて言えば
秋の始めが少な目であったので、この時期の
開催としました。

地域プロデューサーとは？

　毎年、地域プロデューサー養成講座を開催し、
本誌でも地域プロデューサーについては何度
も書いてきていますが、あらためて「地域プロ
デューサーとは何か？」を書かせてください。
地域プロデューサーとは、地域にある「ひと・も
の・かね・情報」などの資源を活用して、年齢、性
別、障害の有無にかかわりなく、誰もがその能
力を活かし、安心して暮らせる「生涯活躍のま
ち」の実現を目指す仕掛け人です。これも何度
も書いていますが、地域プロデューサーに特別
の才能は必要ありません。求められるのは地域
に暮らすさまざまな人々の意見に耳を傾け、住
民、行政、地元企業、ＮＰＯなどを結びつける調
整能力です。言い換えれば地域と地域の人々に
寄りそう姿勢です。そして、それはとてもエキ
サイティングな活動です。

基礎講座として

　地域プロデューサー養成講座のカリキュラ
ムも時代とともに変化しました。最初に開催
した2009年にはあれもこれもと欲張り、数カ
月にわたって多くの講座を開催しましたが、

後が続きませんでした。2014年に再開するに
あたり、その反省から１カ月４回の土曜日で
できる内容に編成し直し、2016年からは現在
の土曜・日曜日１回と次の土曜日１回の３回
コースとなっています。もちろんそれだけで
地域プロデューサーに必要な知識を十分に伝
達できるわけはありません。講座はぐっとし
ぼって最小限とし、見学やディスカッション
の比重を上げ、受講生の皆さんには地域プロ
デューサーがどんなものかを「体感」していた
だけるようなカリキュラムにしています。

今年のスケジュール

　一時期大変はやった「地方創生」は少し下
火になってきています。しかしながら、地方に
こそ日本を再生するチャンスがあるという考
えは変わっておりません。今年も袖井孝子会
長の「地方創生と地域プロデューサーの役割」
からスタートします。袖井会長の講義を総論
として、その実践である「ゆいま～る」につい
て近山恵子副会長と鏑木孝昭研究室長が講義
することも変わりません。ただし、昨年から
「ゆいま～る」の紹介は少な目にして、「ゆい
ま～る」を核とした地域連携についての説明
を増やしています。「ゆいま～る」を核とした
多拠点連携、「まちづくり会社」をつくっての
地域再生などです。「那須まちづくり広場」も
事例として紹介の予定です。

トピックス

第６回地域プロデューサー養成講座
を開催します
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T O P I C S
　定番となった「福祉のまちづくり」、「まちづ
くりにおける自治体の役割」は講師が替わりま
した。自治体については今回特集で紹介してい
る奈良県下市町の取り組みをご紹介します。ま
た、これまで何度かやろうとして実現しなかっ
た東京家政学院大学の上村協子先生の講座が
実現しました。テーマは「生活者の視点から見
たまちづくり」です。上村先生は市民・生活者の
立場から生活の豊かさ・充実とはなにか、それ
を実現するための社会・経済的課題はなにか、
といった問題に長く取り組んでいらっしゃい
ます。素晴らしい講座になると期待しています。

参加しませんか？

　協会員の皆さんの多くに、地域プロデュー
サー養成講座を受講していただけることを願っ
ています。ご参加、心よりお待ちしています。
　また、１つお願いがあります。身近で関心あ
りそうな方や地元自治体職員の皆さんに、ぜひ
地域プロデューサー養成講座をご紹介いただ
けませんでしょうか？　1人でも仲間を増やし
て地方創生を進めたいと願っております。地域
プロデューサー養成講座の卒業生も120人を超
え、各地で活動しています。各地区での活動の
うねりが大きくなり、日本を再生していくこと
を期待して、今年も地域プロデューサー養成講
座を開催します。

第１回  8月25日（土）

会場： 東京家政学院大学　千代田三番町キャンパス 
東京都千代田区三番町 22

10:00～10:30  オリエンテーション 
鏑木孝昭（コミュニティネットワーク協会理事）

10:30～12:00  地方創生と地域プロデューサーの役割 
袖井孝子（コミュニティネットワーク協会会長）

13:00～15:00  ｢生涯活躍のまち」として注目される 
「ゆいま～る」紹介 
近山恵子（コミュニティネットワーク協会副会長） 
鏑木孝昭（コミュニティネットワーク協会理事）

15:10～17:10  福祉のまちづくり 
土屋幸己 
（公益財団法人さわやか福祉財団戦略アドバイザー）

17:30～ 懇親会

第２回　8月26日（日）

会場：東京家政学院大学　千代田三番町キャンパス

10:00～12:00 生活者の視点から見たまちづくり
上村協子
（東京家政学院大学現代家政学部教授）

13:00～15:00まちづくりにおける自治体の役割
中本欽也（奈良県下市町・地域づくり推進課課長）

15:10～17:10 原発被災地における復興まちづくり
～福島県浪江町の事例から～
白木里恵子（早稲田大学創造理工学部講師）

第３回　9月1日（土）

会場： ゆいま～る中沢 
東京都多摩市中沢 2-5-3

10:00～12:00 ゆいま～る中沢見学／天本病院視察

13:00～15:00 地域プロデューサーの可能性
髙橋英與

15:10～16:50 意見交換

17:00～17:30 終了式

17:45～ 懇親会

●講座費用：4万円（税込み／計３日間・テキスト付き）

●申込み締め切り：8月10日（金）

●申込み方法
　 参加ご希望の方は、お電話、メールのいずれかでお申し
込みください。

 申込み・問い合わせ先： 
一般社団法人コミュニティネットワーク協会 
TEL：03-6256-0570 
Email：support@conet.or.jp

第６回地域プロデューサー養成講座の日程と内容

地域プロデューサー養成講座へのお誘い
　今年も地域プロデューサー養成講座が8月25日
（土）から始まります。「生涯活躍のまち」構想（内閣
府）に続いて、昨年からは生涯現役促進地域連携事
業（厚生労働省）もスタートしました。いずれも高
齢になってもいきいきと活躍し続けるまちを創り
出すことが狙いです。すでに多数の自治体が手を
あげていますが、一番のネックはまちづくりを担
う人材の不足です。
　上から目線ではなく、住民のニーズを汲みあげ、
住民とともにまちを創っていく、それこそが地域
プロデューサーの役割です。今年は、プログラムを
一新し、新しい講師の方にも加わっていただきま
した。是非とも、多くの方々に参加していただき、
新たなまちづくりに乗り出していただきたいと思
います。
（コミュニティネットワーク協会会長　袖井孝子）
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来てね!!  イベント情報 （申し込みは：0120-352-350）

高齢者住宅情報センター東京からのお知らせ
～新終活学校 高齢期は自立のとき。～
自分らしい暮らしの実現って？　もし100歳まで生きるとしたら、高齢期
は自立のとき。講師にファイナンシャルプランナーを迎え、高齢者住
宅選びに必要なポイントに加え、費用について考えます。自分らしい
暮らしの充実のための準備を今から始めましょう。
■連続セミナー
「高齢者住宅への住み替え」
「生命保険会社のFPが語る、最近の生命保険加入傾向と対策」
●日時：8月8日（水）　13:30～15:00 
「高齢者住宅の費用としくみ」
「介護は自助努力で！　今から考える介護保険の現状」
●日時：9月13日（木）　13:30～15:00 
「ここまできました！　90歳でも加入できる保険で相続対策進行中！」
●日時：10月16日（火）　13:30～15:00 
＊いずれも
●場所：高齢者住宅情報センター東京 
●参加費：500円（定員：15名）
● 講師：
久
く

須
す

美
み

則子（高齢者住宅情報センター東京センター長）
反
そり た

田 勝
かつ や

也さん（ 第一生命保険株式会社FPコンサルティング部
副部長　チーフFP）

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
「どう選ぶ?　有料老人ホームか、サ高住か、分譲マンション？」
高齢者住宅への住み替えには、いろんな種類があってどう選んだら
よいのか。わからないと言われます。それぞれ一長一短あるのでそ
の違いを説明いたします。
●日時：8月24日（金）／9月26日（水）　いずれも14:00～15:30
●場所：高齢者住宅情報センター大阪事務所（北阪急ビル7階）
●参加費：500円（要予約 定員：15名）
●講師：米沢 なな子（高齢者住宅情報センター大阪センター長）
■特別セミナー
「知っておきたい！　墓じまいの方法」
今のお墓に収めている遺骨をお墓の撤去後どうしたらいい？　複雑
な手続きが必要？　お寺さんには？　など墓じまいを終えて新しい埋
葬先へ遺骨を納める方法をご紹介します。
●日時：9月4日（火）　14:00～15:30
●場所：高齢者住宅情報センター大阪事務所（北阪急ビル7階）
●参加費：500円（要予約 定員：15名）
●講師：小西良和さん（㈱メモリアルアート大野屋関西営業部長）

生涯活躍のまち移住促進センターからのお知らせ
■シンポジウム
「ひとり親家庭と生涯活躍のまちづくり」
ひとり親の方々が安心して暮らせる「生涯活躍のまち」はどうあればい
いのか。当日は、ひとり親、自治体、国など、様々な立場からの自由な意
見交換の場を設けたいと思っております。皆様、ぜひご参加ください。
● 日時：9月24日（月）　13:30～16 :00
●場所：JOCA（公益社団法人青年海外協力協会）東京
　東京都台東区浅草橋5丁目25番10号　浅草橋１stビル4階
●参加費：無料（要予約・定員40名）
● お申込・問合せ先：0120-154-732
　（一社）生涯活躍のまち推進協議会 生涯活躍のまち移住促進センター
　http://iju-center.jp

■「ゆいま～る那須２」をつくる会
ゆいま～る那須近くの廃校のグランドに介護重視型の「ゆいま～る那
須２」とシェアハウス、グループホーム開設を計画しています。どの
ようなものをつくるのかを話し合いたいと思います。
東京開催　 ●日時：9月18日（火）　14:00～15:30

  ●場所：高齢者住宅情報センター東京
那須開催　   ●日時：9月22日（土）　13:30～15:00

  ●場所：ゆいま～る那須食堂
※ゆいま～る那須の体験利用をされたい方は、ゆいま～る那須までお問い合わせください。

〔ゆいま～る那須〕
栃木県那須郡那須町大字豊原乙627-115 　TEL 0287-77-7223

■那須まちづくり広場 「楽校（がっこう）」招聘講座
● 日程

9月2日（日）
「最期まで住みなれた自宅で暮らすために」　講師：上野千鶴子
10月28日（土）
「元気なまちづくりのヒント」　 講師：山崎亮

11月18日（日）
「できない子供が日本を救う！」　講師：田中喜美子

12月1日（土）
「福島に生きる　福島を生きる（仮）」　講師：和合亮一
●時間：13:30～15:30（11月18日のみ14:00～16:00）
●場所：那須まちづくり広場　一般教室（那須町豊原丙1340）
●参加費：1000円（高校生以下無料）
●予約・問い合わせ先：0287-74-3434　那須まちづくり株式会社
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編集だより
那須まちづくり広場が開設して3カ月。地方の小さな拠点から日本や世界
が体感できる貴重な場所となっています。委託農家のＴさんは85歳。足
腰が厳しく少量の野菜運びも大変。野菜栽培なくとも生計は成り立つの
ですがやらずにおれない。満州引き上げのその日に妹さんが餓死。帰国
後すぐに野菜づくりを始めた。「何があっても野菜つくりはやめられないよ」
と日々言われる。今年も地域プロデューサー養成講座が開催されます。
地方から顔の見える関係をつむぎだしていきたいと思います。（近山恵子）


