
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

1 ～ハウスからの迎春便り２０１９～

ゆいま～る厚沢部
〔北海道厚沢部町〕

2019年に向けて
執筆：赤石美知子（ハウス長）

#1

　昨年は例年にない大雪から始まり、胆振東
部地震によるブラックアウトなど、北海道に長
く住んでいる自身としても初めての災害を経験
しました。幸いにも入居者の皆さん・スタッフ
が被害にあうこともなく、「ゆいま～るにいると
思うと安心していられた」とのご家族の言葉に、
災害対策をより強固なものにしていく必要性を
改めて強く感じました。
　また、開設から丸５年を迎え当ハウスでは初
めてとなった、100歳のお誕生日を迎えた入居
者を皆さんでお祝いすることができたことはとて
も嬉しく、ハウス長としても感慨深い思い出で
す。平均年齢が88歳と高めではありますが、
90歳代でお元気な方も多く、今後も100歳をお
祝いする機会がたくさん訪れることを願ってい
ます。
　今年は、長い間ギリギリだったスタッフ数の
安定も見込まれ、現場における課題抽出や見
直しに力を入れていくとともに、地域における
「ゆいま～る」の役割を再検討し、新たなコミュ
ニティを構築し、入居者の皆さんだけではなく、
地域の皆さんにとっても「ゆいま～るがあってよ
かった」と思っていただけるハウスを目指した
いと思っています。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ゆいま～る那須
〔栃木県那須町〕

心地よい那須の四季
執筆：坂田隆治（スタッフ）

#2

　ゆいま～る那須には、毎年多くの方が見学に
来てくださいます。そして、そのほとんどの方に、
「環境がいい」「自然がいい」といっていただき
ます。
　私も那須に移り住んで10年が経ち、改めて
那須の自然を考えると、まず、空気のよさが頭
に浮かびます。春になると生温く、やわらかな
風に体が行動したくてムズムズしてきます。夏
の朝、布団の中から窓を開け、カビやコケ、植
物たちが放つ気を吸うと贅沢感で満たされます。
冬は、澄んだ鋭い空気が鼻を通り抜け、頭が
冴えてきます。
　次に木々や草の色の美しさ。四季を鮮明に
彩ってくれます。すばらしいことに那須の土地
には、ほとんど手をかけなくても、モミジやツ
ツジ、リンドウ、タンポポなどが自然に生えて
きます。
　そして、シジュウカラやゴジュウカラなどの小
鳥たち、タヌキやモリアオガエル、ヤマカガシ
などの生き物たち、大きなアリやマユガなどの
昆虫たちが、にぎやかで活気のある雰囲気を
つくってくれます。
　そんな、自然の一員でもあるハチやアリを駆
除する作業が、ゆいま～る那須にはあります。
私も何度か経験したことがありますが、自分の
意にそぐわない作業だなと感じていました。そ
んな時、駆除依頼された入居者の方にアシナ
ガバチの生態をお話ししたら、玄関近くに巣が

２０１９年がスタートしました。全国１１カ所にある「ゆいま～る」か
ら昨年までのハウスでの暮らしと、新しい年に向けた思いを綴っ
た便りが届きました。ご紹介します。

ゆいま～るの新年
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あるにもかかわらず、見守って下さるということ
になりました。
　ゆいま～る那須に来て、共同生活は難しいと
感じていた私にとって、あまりよく思われていな
い生き物に興味を持って認めていただいたこと
は、大変うれしいことでした。

ゆいま～る高島平
〔東京都板橋区〕

地域とともに暮らす
執筆：古川才乃（ハウス長）

#3

　都内有数のマンモス団地として1972年に誕
生した高島平団地。団地とともに住民の高齢化
も進んでいますが、地域では高齢化対策や地
域活性化の活動が盛んに行われています。
　ゆいま～る高島平でもさまざまな地域活動に
参加しています。昨年の秋祭りでは新しい企画
として、86歳の先生を筆頭にお抹茶の会のメ
ンバーが中心となり「抹茶かふぇ」を出店したり、
フロントに来ていただくきっかけづくりにフリー
マーケットの購入者にカフェチケットをつくり、
配布したりしました。
　各々の得意分野を生かし皆で協力し合い参
加いたしましたが、なかでも絵画をたしなむ入
居者のポスターは好評で、その後も地域から
オファーが来るほどです。こういった活動は地
域貢献というだけではなく、ゆいま～る高島平
で暮らす入居者の方々を知っていただくよい機
会にもなり、自治会の方からは「近所に住んで
いるんだから、フロントが無人の夜間緊急対
応時や困った時にはいつでも声を掛けて下さ
い」と、温かい言葉もいただける関係を築くこ
とができました。
　まだまだ手探りではありますが、高島平で暮
らす人々が、１つでも多くのよき思い出を増やし
ながら年齢を重ねられる居場所づくり、つなが
りづくりに日々努めていきたいと思います。

ゆいま～る拝島
〔東京都福生市〕

ゆいま～る拝島の
冬の夕暮れ
執筆：田邊 寿さん（入居者）

#4

　今日も美しい夕焼けに富士山がくっきりと影
を浮かべる。もうしばらくすれば、宵の明星、
金星が独り美しく光り始める。
　この原稿を書こうと、机に座り振り向いた
506号室の景色です。
　今この夕暮れの一時だけではない、年内を
通して美しい奥多摩に囲まれ、春は桜が下を
流れる玉川上水に散る花びらを浮かべ、夏は
人が口をつぼめて息する様に蛍の光が点滅す
る。
　私は山が好きだから、こんなにもこの地を囲
む自然の美しさを想うのかと思ったが、同宿の
老人たちも皆、「ここの自然はよい」とうなずく。
　自然派の私だから自然のことばかり云うが、
何といっても人が安らかに大きく息を吸い“自
然はよい”とうなずけることが老後の暮らしには
大切だ。自然ばかりではない。ここで世話をし
てくれる人もよい。長い間大勢の人をまとめ働
いてきた私には、この人のよさは人だけではな
い、管理のシステムがよい所為だと思う。
　元気な私は食堂で介助の要る老人を優しく
面倒をみる職員の人をみたら、「こっちも頼むよ」
と独りお茶を飲む……。

ゆいま～る多摩平の森
〔東京都日野市〕

園児たちとの楽しい一時
執筆：近藤まさ子さん（入居者）

#5

　入居して７年目の新しい年を迎えました。当
時は周辺に空き地が多くて白い建物のゆいま～
る２棟はちょっと目立つ存在でしたが、２年余
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りの間に保育園、ドラッグストア、病院、今春
オープンする特養ホームと風景が一変し、時
の流れを感じています。
　昨年のクリスマスにはゆいま～るに隣接する
保育園に初めてお邪魔しました。２階の広 と々
したお部屋はキラキラときれいな飾りづけで、
大勢の園児たちの可愛い力強い歌声がお部屋
中に響き渡り、久しく体験したことのない大変
楽しい一時を過ごさせていただきました。
　バイバイの時にサンタさんの赤い服を着た女
の子に声をかけ、小さな手を握ったら、まるで
マシュマロのようなやわらかな暖かい手でした。
ずっと握っていたかったけれど、骨張った私の
手はきっと痛かったかもしれませんね。
　私事ですが、外出中のアクシデントで骨折し、
退院後より今年で５年目のリハビリ生活が続き
ます。外出することがためらいがちな日常です
が、思い切って出かければお友だちに会って、
「こんにちは」「久しぶりね」と言葉を交わすこ
とで気分が和んでおります。
　昭和、平成、新元号へと、思えば人生いろ
いろでしたが、これからの日々の生活が少しで
もよい方向に進められたら―。そんな思いと
ともに姉妹からの電話の声に元気をもらったお
正月でした。

ゆいま～る聖ヶ丘
〔東京都多摩市〕

ボランティアとして
―ボランティアは人の為ならず―
執筆：金子由美子（ボランティア）

#6

　ゆいま～る聖ヶ丘の認知症カフェ「だんだん」
でボランティアデビューして、まもなく丸2年、
早いものです。
　自慢できるような特技も、ご披露できるよう
な趣味もない私にとって、「ボランティア」とい
う言葉自体がとてもハードルの高いものでした。

関心はあってもなかなか一歩を踏み出せずにい
たのですが、「お茶出しの仕事です。あとは参
加者と一緒に」というフレーズに惹かれ、これ
なら私にもできるかも…と思ったのが始まりでし
た。
  「だんだん」では、認知症の方もそうでない
方も、そして入居者の方だけではなく地域の方
もみんな一緒です。お茶とお菓子を楽しみなが
ら、専門家から時勢に沿った臨場感あるお話
をうかがったり、ときには季節感を取り入れた
ワークをしたり、そんな和気あいあいの楽しい
時間を過ごしています。毎回新しい企画を考え
てくださる職員の方には、頭が下がります。
　いつの間にか、月に一度ここに通うことが、
私の楽しみになりました。今や「だんだん」は、
私の大切な学びの場です。
　そして、ここから私自身のボランティア活動
は、確実に広がりました。さまざまな学びと気
づきを教えてくれた「だんだん」には、感謝で
いっぱいです。まさしく「ボランティアは人の為
ならず」なのです。

ゆいま～る中沢
〔東京都多摩市〕

「100年コミュイティ」
実現への一歩
執筆：冨安征司（ハウス長）

#7

　新年あけましておめでとうございます。
　早いもので、ゆいま～る中沢も開設から６回
目のお正月を迎えました。開設当初から、主に
ゆいま～る中沢内のコミュニティの形成や河北
医療財団多摩事業部との連携に力を注いでき
ましたが、昨年からは、多摩市社会福祉協議
会を中心とする、地域の自治会、民生委員・
児童委員の方々が集まる会合等にも参加させ
ていただけるようになり、徐々にコミュニティの
輪を外に広げています。そこでは、地域の中で
ゆいま～る中沢をどのように活用していただけ
るかを一緒に考えています。
　昨年の具体的な取り組みとしては、社会福
祉協議会が毎年実施している「地域防災まち

特集
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歩き」の終点にゆいま～る中沢を設定してもら
い、地域の皆さまに、ゆいま～る中沢の防災
の取り組みを説明するとともに、いざという時
に地域にも開放できる共有スペースとそこに設
置されている水タンクを見学してもらいました。
その他、地域で開かれている認知症カフェにて、
ゆいま～る中沢歌部会「コールゆい」の方たち
が定期発表会を始めました。
　今年は、活動をさらに進めて、社会福祉協
議会とともに「おむすびパーティー」をゆいま～
る中沢で実施する予定です。「おむすびパー
ティー」とは、地域にお住いの高齢者（特に
独居の方）、子ども、ひとり親世帯の方々に声
を掛けて、一緒におむすびを食べながらお話
しをしたり、ゲームをしたりして、個々の結び
つきを強めてもらう取り組みです。この活動に
ぜひ、ゆいま～る中沢の入居者の方たちも巻き
込んでいきたいと思っています。
　これらの活動を通して、今後も「100年コミュ
ニティ」の実現に向けて一歩一歩前進していき
たと思っています。

ゆいま～る大曽根
〔名古屋市北区〕

ゆいま～るに入居したら
若返る！
執筆：石黒浩子（ハウス長）

#8

　ゆいま～る大曽根がオープンしてから、１年
が過ぎ、入居された方も50人を超えて、随分
賑やかになってきました。オープンしたばかり
の頃に比べると、入居者それぞれの暮らし方が
多彩で、とても興味深く、生き方のお手本になっ
ています。
　フロントを「サロンゆいま～る」と名付け、
麻雀室を開放しました。それまでの経緯はいろ
いろありましたが、今では10名ほどの方が、楽
しんでおられます。初級・中級として活動し、
初級コースでは入居者の方が講師を引き受けて
くださっています。また、他の曜日には、「ニッ
トカフェ」として編み物をしたり、絵手紙の会
を行ったり、座談会をしたり、毎日サロンには

入居者が集っています。
　他にも、同じ住宅の一般の住民の方と、グ
ランドゴルフや卓球などを楽しんだり、お隣の
食堂で働いたり、子ども食堂のボランティアを
されている方もおられます。住宅では自治会活
動も盛んで、映写会や暮れの餅つき大会など、
参加も自由です。ゆいま～る大曽根は、リーズ
ナブルな価格で生活自体を楽しめる環境だか
ら、建物外観の古さはあまり気にならない様子。
　同じ住宅の１階で、「わっぱの会」が運営し
ている「ソーネおおぞね」では、イベントも満載。
毎日飽き足らない生活を満喫してほしい。ゆい
ま～るに入居したら若返ると皆さんも実感して
おられます。

ゆいま～る神
じん

南
なん

〔名古屋市港区〕

名古屋に2つ目の
「ゆいま～る」誕生
執筆：沖田美代（ハウス長）

#9

　名古屋のパワースポットとしても知られている
日本三大神宮の1つ、熱田神宮から車で10分
程のところ、名古屋市港区木場に名古屋で２
つ目の「ゆいま～る」としてゆいま～る神南が
昨年11月10日にオープンいたしました。
　ゆいま～る神南の入っているビレッジハウス
木場タワー（旧雇用促進住宅）は、1988年に
建てられた14階建ての集合住宅です。ビレッ
ジハウス木場タワー内に点在する空室17戸を
活用したのが、分散型サービス付き高齢者向
け住宅 ・ゆいま～る神南です。分散型サ高住
のよいところは、高齢者だけが集まって生活す
るのではなく、多世代におよぶ既存住民や地
域との交流が持てる環境です。
　また、ゆいま～る神南の魅力の中に“暮らし
やすい環境”、そして62 .52㎡という居住空間の
“広さ”があります。徒歩３分圏内には大型スー
パー、総合病院、スポーツジム、コンビニ、
そして目の前には天然温泉施設があります。名
古屋市バス停も歩いて３分程のところにあり、
お出かけするにもとても便利な環境です。
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　なお、今春には建物1階に、多目的に使える
入居者のためのコミュニティスペースが完成予
定となっており、第２期、第３期と戸数も増え
る予定です。 孤立しない、自分のペースで自
由な暮らしが楽しめる、安心があり気持ちから
健康になれる、そんな心地いい暮らしをサポー
トしていけたらと考えています。
　ゆいま～る神南は、まだまだスタートしたば
かりです。これから先、長い月日をかけ、入居
者の皆さんとともに積み上げていけたらと思っ
ています。

ゆいま～る伊川谷
〔兵庫県神戸市〕

「笑い」で悩みを
吹き飛ばす
執筆：細野亜矢（副ハウス長）

#10

　私は昨年３月まで市立幼稚園の用務員として
勤務し、同年４月よりご縁があってゆいま～る
伊川谷に生活コーディネーターとして入社しまし
た。介護・福祉関連の仕事は未経験で「サ高
住で働くので、居住者が困らないように手助け
しないと」という思いで仕事に臨みました。し
かし、実際に勤務してみると居住者が生活をス
タッフに依存するのではなく、ハウス周辺の草
抜き、図書室の本の整理、ギャラリーの絵の
架け替えなどハウス運営に多くの方々が参加し、
ご自分ができる範囲でそれぞれ役割を持ち、
活躍されていました。なるほど、だから皆さん
お元気で生き生きしているのだとわかりました。
　私は「居住者が自分でできることは、自分で
する」、そして必要な時にサポートする、という
姿勢で対応していけばよいとわかりました。
　今年10月で、ゆいま～る伊川谷は10周年を
迎えます。開設10年目になると、ハード面で建
物の経年劣化などで大規模補修や整備などが
必要になると思われるので、居住者が安心して

暮らせる環境づくりをサポートしていきたいと思
います。ソフト面ではこの度、副ハウス長の任
命を受け、スタッフが働きやすい職場づくりを
心がけ、モチベーションを上げることにも力を
入れたいと思います。
　そして、居住者から暮らしに「笑い」がもっ
とほしいと要望をたただき、今年はセミナーや
イベントで「笑い」をテーマに企画を実現した
いです。「笑い」で悩みごとを吹き飛ばし、楽
しく活気あるハウス運営をしていきたいと思い
ます。
　居住者とスタッフにとって今年もよい１年であ
りますように。どうぞよろしくお願いいたします。

ゆいま～る伊川谷・福
〔兵庫県神戸市／大阪市西淀川区〕

2つのハウス
執筆：田中陽子（ハウス長）

#11

　昨年、ゆいま～る伊川谷と兼務でゆいま～る
福のハウス長の任命を受け、12月16日より着
任しました。当初、ハウス長を兼務することに
不安がありましたが、ゆいま～る福の居住者も
「ゆいま～る」の理念であるコミュニティを築き
ながら穏やかに暮らす様子に元気をいただき、
不安もなくなりました。伊川谷と福に勤務する
ことでそれぞれのハウスを客観的に見ることが
できるようになり、視野が広がりました。伊川
谷と福の違いがそれぞれの特徴や利点であるこ
とに気づき、２つのハウスに関わらせていただ
くことのよさを感じています。今後はそれぞれ
のハウスのよいところを取り入れて、それぞれ
のハウスをよりよくしていきたいと思います。
　今年はゆいま～る福では、居住者とともに楽
しいイベントなどの機会を増やしていきます。
ゆいま～る伊川谷は10周年を迎えますので、節
目の思い出をつくりたいと考えています。
　また、ハウス間交流として伊川谷と福の入居
者・スタッフ同士の交流が図れればと思います。
それぞれ実行するスタッフと思いを共有しなが
ら、充実した１年を過ごしてまいります。

特集

1
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鏑木：新春地域プロデューサー座談会を開始
します。
　2018年秋の那須まちづくり広場（栃木県那
須町／旧朝日小学校跡地に開設）の訪問から
話をスタートしましょう。来て下さったのは新井
さんと舩原さんと、今日は欠席ですが野口さん
でした。新井さん、口火を切っていただけます
か？

那須まちづくり広場を
訪問して1

活気をつくるクリエイティブで
活動的な人・団体の集り
新井：那須まちづくり広場は、短期間でよくあ
の状態までつくり上げたなあと感心しました。
那須高原クロスロード振興会のメンバーには、
事業主、牧師さん、障がい者を抱えたお母さ
んなど、多種多様な人たちがいますし、校舎、

校庭などこれほど大きなものを任せた那須町も、
近山恵子さん（那須まちづくり株式会社代表／
CN協会理事長）などスタッフの力量を見込ん
だのでしょう。元々は満州から引き上げてきた
人たちが戦後入植した地。「ないものはつくっ
ていこう」という気概を持った人たちが切り拓
いた地なので、よそ者を受け入れる土壌が元々
あったのでしょう。千振地区（那須町の酪農地
帯）は、入植者の３代目が生活しています。
鏑木：入植者も3代目になると、地域によって
は人のまとまりがなくなっていくようです。それ
でも、まとまっていい感じのコミュニティをつくっ
ている地域が残っていますね。
舩原：私たちは那須まちづくり広場、ゆいま～
る那須、非電化工房を見学しましたが、クリ
エイティブな人が多いなあと感じました。早く
から人生設計をしている。コミュニティデザイ
ナー・山崎亮さんの講演も幅広い年齢層の方
が熱心に聞かれて、町の将来を考えている土
台ができ上がっているなと感じました。非電化
工房では、自然の中で電気もお金も極力使わ
ない、縄文時代のようなシンプルな暮らしがで
きることに衝撃を受けました。
鏑木：クリエイティブで活動的な個人・団体は
多いです。とてもお世話になっている団体に冒
頭で新井さんの話にも出た那須高原クロスロー
ド振興会という団体がありますが、メンバーの
人たちにはとても力量がある。車のナンバー表
示で「那須」ナンバーの採用を各所に働きかけ、
実現させたという実績があります。

【出席者】
鏑木孝昭（コミュニティネットワーク協会理事・研究室長）
新井隆夫（一級建築士・認定エコハウスマスター）
川崎邦頼（株式会社サンケイビルケア）
舩原 綾（ゆいま～る中沢スタッフ）
渡辺 敦（NPO法人かながわ環境教育研究会代表）
晝間琢磨（フリー編集者）

特集

2
地域プロデューサーの課題と展望
今年で平成も終わりです。団塊世代が後期高齢者に達するいわゆる「2025年問題」、「働き方改革」……と、
対峙すべき課題は山積しています。しかし、そこで重要となるは「地域」であり、地域再興を担う「地域プロデュー
サー」です。2019年新春1号目となる今号では、コミュニティネットワーク協会（以下、CN協会）が毎年開催する
「地域プロデューサー養成講座」終了生に集まっていただきました。地域プロデューサーの課題と展望につい
て、当事者目線で話し合ってもらいます。

新春・地域
プロデューサー座談会
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好評だった山﨑亮さんの講演会

舩原：山崎さんは「少数精鋭で縮充した社会
をつくろう」と仰っていましたが、那須はまさ
にそんな感じだなと思いました。コンパクトシ
ティができている。同じく、「東京が憧れの対
象になるべき場所ではない」という話の中で「交
通の不便な地でも、近い将来、無人運転で来
られるようになる」という話にもわくわくしました。
渡辺：わくわくさせるものがあると感じますね。
多様な方々が集まっておられるようで、素晴ら
しいですね。動員は必要なしですか。
鏑木：動員とまではいきませんが、広く積極的
にお誘いしています。山崎さんの講演会は成功
したほうです。町長や職員も来られたし、16人
いる町議会議員の内３人の議員が来てください
ました。
新井：山崎さんは、来場者の反応を見て話を
します。講演会の参加者約70人の反応がよかっ
たと感じたようです。
鏑木： 山崎さんの話は年々バージョンアップし
ています。人口の半減が予測される町の職員に
「職員が半分いらないとなったら、あなた方は
どんなビジネスをしますか」と質問し、出てき
たビジネスプランをメッタ斬りにするような研修
をやった自治体もあるのだそうです。とても引
き出しが多くて、話が深いのに聞きやすい。ま
た、お呼びする計画を立てています。

地域プロデューサーの
現状2

地域の核となる人たちと
しっかりタッグを組むことが大切
晝間：山崎さんの話が出たところで、地域プロ
デューサーの話にも触れたいと思います。山崎
さんは、「行政の職員や行動を起こす人は、妙
なプライドを持ってはいけない」といっていまし
た。また、高橋英輿さん（株式会社コミュニティ
ネット代表・当時）は「無能さをさらけ出し、
弱さをさらけ出すべき」ともいっています。
鏑木：山崎さん、藻谷浩介さん（地域プロデュー
サー養成講座でも招聘したことがある、「里山

資本主義」を提唱する地域エコノミスト）は、
講演はするが事業はそれほどしていない。高橋
さんは事業をする力量を持つところが他と違う。
事業をする人がいないと、地域は結局変わらな
いと思います。
川崎：私も一度、旧朝日小学校（那須まちづく
り広場）に伺いました。その時に思い出したの
は、一昨年に高知県の限界集落をフィールド
ワークで伺った際に、廃校になった小学校を
地域の拠点として活用している事例です。その
小学校に宿泊して、地域の方とお話をする機
会をいただきました。地区の代表の方がおっ
しゃっていたのが、地区の学校に再び明かり
がついたことが本当にうれしかったという言葉
です。今では地域の活動拠点や高齢者サロン
などとして活用されています。我々の地域もそう
ですが、小学校は地域の中心にあり、そこの
明かりが消えてしまう寂しさをなんとなく感じま
した。旧朝日小学校に明かりが灯り、地域の
方にとってはその明かりが大きな力になったの
ではないかと思います
渡辺：旧朝日小学校と比較してどうですか。
川崎：事例としては異なるかもしれませんが、
大阪の北芝地区にある特定非営利活動法人暮
らしづくりネットワーク北芝の取り組みは、参
考になるなと思いました。地域拠点を設けてそ
こに市場を開設してマルシェを開催したり、公
共施設の一角を活用してコーヒーショップを開
いて若者の働き場所をつくったり、公共施設に
高齢者の集いの場を設けたりということをやっ
ていました。“地域とのつながり”としては似て
いるなと感じましたし、地域の核になる人としっ
かりとタッグを組んで行っていることが両者の
大きな共通点で、それが大事なことだと感じま
した。
鏑木：那須まちづくり広場は行政のルールにと
らわれず発展させたいと考えています。行政か
らの支援ではなく、自分たちのお金で自分たち
のやりたいことをやる。行政のお金を使う場合
も、こちらの裁量権が確保されなければ「よし
としない」という考えです。
舩原：そういう点では、那須まちづくり広場は
成功といえますか。
鏑木：現段階では成功といっていいと思います。
地域の人の野菜を売ったり、高齢者の居場所
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づくりに取り組むなどいろいろなことができてい
る。開設１年にも満たないのに、地域づくりに
挑む団体を支援しようと地方新聞46紙と共同
通信が設けた「第9回地域再生大賞」でブロッ
ク賞を受賞することができました。まだまだ発
展しないと持続可能な経営ではないのですが、
発展できる可能性は高いと思っています。中期
的な課題としては、後継者の育成ですね。

そこにいくとホットする場づくりを

晝間：先程「わくわく感」という言葉が出まし
たが、人が集まって積極的に活動するには、
人をわくわくさせるような場の魅力が大事だと
思います。那須ではそのよう場の演出を何かし
ているのでしょうか？
鏑木： そうした演出はまだまだできていません
ねえ。しかし、たとえば講演者を呼んだ時など
には皆さんわくわく感を感じているのではない
でしょうか。また、地域の人が集まって広場で
自主的に活動を始めているので、いい方向に
動いていると思っています。
舩原：そこに行くと誰かがいる、明かりが見え
てほっとする場所がいいですね。
新井：近いところでも、便利なところでもないけ
ど、人がそこに行くと何かあると感じられるよう
な場所になればいいですね。
晝間：小学校というのは神社やお寺のように、
そもそも人が集まる地域の象徴のようなところ
ですから、拠点づくりの場としては申し分ない
ですね。
川崎：中学校区でいろいろなものが区切られて
いますが、これは地域包括支援センターの区
分だったと思います。じつは中学校区は広すぎ
るのかなというのが個人的な印象です。その点、
小学校区というのは地域運営を考えていくうえ
でキーとなる単位ではないかと思います。また
私自身、介護施設の運営管理の仕事をしてい
ますので、これだけ介護施設が増加しているわ
けですから、介護施設を地域の拠り所にする
ことをもっと考えたほうがいい。勤務先の介護
施設がそうなればいいと思っています。
　人口減少で1つの地域の範囲が広くなると、
移動の問題が必ず出てきます。私が生まれた
1970年代の埼玉県新座市には、乗り合いタク
シーがあったと父母から聞かされました。その

後は、廃止されたようですが…。
新井：私の住む前橋市でも、オンデマンドタク
シーの運行実験が始まります。人口密集地と
過疎地域では足の確保の仕方も大きく異なりま
す。
鏑木：那須でも自分たちでデマンド型交通を持
とうと検討しています。

地域プロデューサーの
課題3

地域の人の積極的な
参加・活動を促すには
晝間：この辺で、地域プロデューサー養成講
座の受講生としての想いや課題を話していただ
きましょう。
舩原：高橋英輿さんは「行動しながら考えなさ
い」といっていました。「ゆいま～る」で思いを
つなぎながら、自分と同世代の人たちの老後
の暮らしをどう形にしていくかが課題です。
晝間：何か活動のインセンティブがないと前に
進まないのが人間です。編集者時代が長かっ
たので、取材対象として興味はあっても実際に
聞くとやるとでは大違いです。人をつなげるよう
な活動をやってきましたが、正直、３歩進んで
４歩下がるような状況です。介護経営雑誌の
編集者時代に取材で近山さんたちとお会いし、
それからCN協会とはお付き合いが始まりまし
たが、今は『100年コミュニティ』の編集をや
らせてもらっています。
川崎 ：私は会社員である前に専門職である社
会福祉士という意識を持って仕事をしています。
会社を辞めても社会福祉士の仕事は続け、目
の前のお客様の生活をいかに支援していくか
を考えていきたいと思っています。
　福祉の仕事を始めた時には、東京の東側で
経済的に厳しい人が多くいるエリアで働いたこ
ともあります。生活保護受給者になったほうが、
生活が楽になるのではといった労働者の相談も
受けました。ただ、どんな状況にあろうとも、
常に可能なかぎり自分の力で生活するように心
がけることは大切です。
　一方、施設に入ると職員がいろいろと支援を
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してくれるので、自分で何もせずに最期まで過
ごすことのできる環境下で生活することになり
ます。少し大変でも外出の機会をつくって、地
域のいろいろな行事や活動に参加していただく
機会をもっとつくったほうがいいと思っています。
もっとも、高齢の方にそうした機会がなかなか
提供できていないことも課題としてあります。
渡辺：外に出て活動することは大切だと思いま
す。例えば、どんな活動ができるとよいでしょ
うか？　また、どんな役割を持てるようになる
とよいでしょうか？
川崎：私自身は、役割ということをあまり難しく
考えないでもいいと思っています。ホーム内の
駄菓子屋の店番を生き生きとやっている人もい
ます。
渡辺：駄菓子屋でもですか。
川崎：自分の役割がある、人と交流することが
できる機会があるということはいいことなのだと
思います。役割を持てると楽しいのではないで
しょうか。ただ、男性は女性と比べて地域での
交流に二の足を踏む人も少なくありません。ど
のように参加・交流を促していくのかが課題か
もしれません。
　介護施設の入居者である2名の80歳代男性
が囲碁で初対戦するときに、定年退職されてか
らずいぶん経つのに「私は、元は○○会社の
取締役をしていて…」、「私は、元は××会社の
部長で…」と紹介をしあっているのをたまたま
見かけ、複雑な気持ちになります。自分ならど
うするのか、正直考えてしまいました。私自身、
会社の名刺がなくなったら、自分をどのように
初対面の人に説明するのか困ってしまいます。
厳しいなあ～と感じています。
晝間：仕事人間だった男性の場合、定年後も
昔の肩書が挨拶がわりになったり、サラリーマ
ン時代のプライドがコミュニティ活動の邪魔を
するという話をよく耳にします。新たなコミュニ
ティでは、現役時代の地位や立場にこだわり過
ぎると足枷になることはあるのでしょうか。
渡辺：新しいコミュニティでは、肩書に関係なく、
皆が同じ目線で話せることが重要ではないで
しょうか。
晝間：長年培った経験とスキルはその人の財産
ですが、肩書や地位はまた別物ということです
ね。

地域プロデューサーの
今後の展望4

インセンティブとわくわく感が大事

鏑木：那須まちづくり広場のような廃校利用を、
誰にでもできるノウハウとしてまとめたいと思っ
ていますが、それをまとめたとしても、地域プ
ロデューサー活動へのインセンティブを強く持
つ人が現れないことには、それを役に立たせる
ことができません。昨年の地域プロデューサー
養成講座で、高橋英輿さんは「地域プロデュー
サーは実現しない夢なのか？　『ゆいま～る』
をつくろうとする人が出てこないのはなぜか？」
というテーマに講座の大半を費やしました。養
成講座も6回の開催になりましたが、高橋さん
の問題提起は重要と考えています。
晝間：地域プロデューサーの活動は大変な面
もありますが、それを愉しみに変え、わくわく
感が刺激されるワークショップ・発表会のよう
なものを、養成講座で行ったらどうでしょう。
鏑木：そうですね、インセンティブ、わくわく感
を大事にしたいです。
新井：養成講座に参加して多くの人に出会えた
ことは私にとって財産です。コミュニティネット
ワーク協会は、高橋さん、近山さんの2人の得
難い個性があったことがよかった。同じことを
いっても「あの人がいっているのだからOKです
よ」と思わせる、人としての魅力みたいなもの
があります。
渡辺：オールラウンドでなくても、何か得難い
ものを持っている人がいること。わくわく感、
インセンティブを感じさせてくれる人がいること
が大事。そこで火事場の底力が発揮されるの
ではないでしょうか。皆さん思っていることは同
じでも、それに火をつけるのが地域プロデュー
サーの役割だと思います。
鏑木：「不満も含めて地域のエネルギーが積み
あがって、大きな流れとして決壊するタイミング
を読み取ることが大事だ」と、高橋さんはいわ
れました、まさに「火をつける」ということです。
残念ながら私には難しいが、当協会にはそれ
ができた。やはり経験を積むことで可能になる
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のでしょう。
渡辺：「火をつける場と時」を見計らい、事を
起こすアクションをしかける人が重要であると
思います。

動きたくても動けない人への
プレ講座開設も視野
鏑木：高橋さんがいうように、地域プロデュー
サーは「実現しない夢」なのでしょうか？　
100名ほどの講座受講者がいますが、地域プロ
デューサーとして活動しているのは（株）コミュ
ニティネットの社員を除けば、会社を退職した
新井さんと私くらいしか私からは見えていませ
ん。他にもいらっしゃると思いますが、とても
少ないと感じます。私は講座受講前から活動し
ていて、養成講座は自身をパワーアップさせる
場のひとつでした。動いている人をパワーアッ
プする講座を少人数でやっていましたが、動き
たいけど動けない人向けにプレ講座をやったら
どうかとも考えています。まだ思いつきの域を
出ていませんが。地域プロデューサー養成講座
は今後も続ける予定ですが、解決すべき課題
は高いと思っています。
新井：高橋さんは、「完ぺきな計画のもとにや
るのではなく、問題が生まれたらその時点で対
応すればいい」といわれていました。私は医療

生協の活動をしていますが、地域プロデュー
サーとの交流が活動の大きなエネルギー源に
なっています。
舩原：新井さんはどうして今の活動をするよう
になったのですか。
新井：現役時代に仕事偏重の生活で、やりた
いことができなかったことの鬱憤晴らしもありま
す。農業もやっていますが、いずれは体力的に
仕事が無理になる時が来ます。その時は農地
にゆいま～る前橋を新設し、地域の拠点にして
いただいてもいいのかなと思っています。
　地域内の取り組みがうまくいかず心が沈むよ
うな時は、地域を飛び出して他県に出かけて
いくと、「出会えてよかった」と思える人にたく
さん会えるのがいい。ここにいる皆さんもそう
です。元気をもらえます。養成講座修了生の方
の受講後の変化や活動などを、受講生の皆さ
んにしっかりと伝えていくことも必要ではないで
しょうか。
晝間：今後の地域プロデューサー養成講座で
は、受講者同士が互いに刺激し合って、夢や
やりがいを持てるような場づくりも大切ですね。
鏑木：そろそろお時間ですね、あとは無礼講と
しましょう（笑）、本年もどうぞよろしくお願いい
たします。

（新有楽町ビルにて）

　当協会では、地域の現状にあった持続可能なまち
づくりを提案し、地域を豊かにする再生事業の支援
活動をつづけております。10年前より本部を地方に
置くことを考えておりましたが、今回、那須まちづく
り広場内に移設することで、地域再生に拍車をかけ
たいと考え、実行することにいたしました。
　早いもので、今年で当協会がスタートして20年と
なります。時代に即した協会運営のため、定款の見
直しとそれに見合う理事担当制の導入をしました。
それに伴い理事の減員と理事長の交代を行いました。
理事が各 「々担当」を持つことにより、機動的かつ
効果的に事業を遂行いたします。
　今日的社会状況を踏まえ、定款より「介護を中心

とする高齢者福祉の技能等の修得等に関する外国
人技能実習生の受入事業」について削除しました。
人材育成は継続してまいります。
　なお、次号には新理事長のあいさつ等を掲載の
予定です。

（新体制）
会長：袖井孝子　
理事長：近山恵子
理事：渥見京子  岡田昭人  鏑木孝昭  久須美則子
中村正廣  伴年晶  吉木美也子  米澤なな子
監査：久保井佳子  佐々木敏子

当協会の本部移転および定款・役員変更について

お知らせ
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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
■セミナー
「新終活学校　高齢期は自立のとき。
～どこで、誰と、どう暮らす？～」
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。子どもの巣立ちの時期を過ぎ、これ
から考えるのは自分のこと。自分らしい暮らし方を見出すに
は？
●日程

3月18日（月）
「究極の終の住まい。相談者のニーズに応えた
『ゆいま～る合葬墓』」
4月17日（水）
「高齢期の暮らしに必要な10か条」
●時間：13：30～15：00
●場所：高齢者住宅情報センター
●定員：各回15名
●参加費：500円
●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）

■「生涯活躍のまち・つるをつくる会　初めての会」
山梨県都留市では、サービス付き高齢者向け住宅「ゆいま～
る都留」の準備が、今年9月オープンに向けて進められていま
す。コミュニティのある暮らし方に興味のある方、どうぞご参加
ください。
●日時：3月20日（水）　11:00～
●会場：高齢者住宅情報センター

 

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ
■セミナー
「知っておきたい、高齢者住宅の基礎知識」
●日時：3月12日（火）／4月10日（水）
　いずれも14：00～15：30
●会場：高齢者住宅情報センター事務所
●定員：20名
●参加費：500円

「シニアライフ予備校〈高齢者住宅編〉」
40・50代から始める集中講座
●日時：3月20日（水）　10:30～16:30

●会場：大阪市立住まい情報センター３階ホール
●定員：100名
●参加費：無料

つながる・ひろがる！100年コミュニティ 
2019 65号（2019年2月1日発行）
発行　  一般社団法人コミュニティネットワーク協会

 〒329-3225　栃木県那須郡那須町豊原丙1340
TEL：03-6256-0570
http://www.conet.or.jp/　 コミュニティネットワーク協会 で検索

発行人　近山恵子
表紙デザイン  陸風社 　本文デザイン  下舘洋子

編集だより
木坂涼さんの詩が大好きで、木坂さんの詩集の中から100
年コミュニティ通信の表紙の詩を選ばせていただく時は、と
ても、とても、嬉しい時間です。厳しくて、悔しくて、切な
いことばかりのように感じて滅入ることが多いこの頃ですが、
木坂さんの詩集を手にする時間は、優しい気持ちを取り戻
せる、やわらかな時間です。「ぬぎすてた くつ下が   足のふ
くらみ  のまま、、 足を そっとしておく」。もうすぐ春ですね。

（近山恵子）

【移転のお知らせ】
高齢者住宅情報センターは有楽町電気ビルからの移転の
ため、2月1日より3月上旬までの間、誠に勝手ながらお問い
合わせ・ご相談は電話対応のみとさせていただきます。
その後は下記にて通常の業務を再開いたします。今後とも
どうぞよろしくおねがいいたします。
●お申し込み・お問い合わせ：0120-352-350
一般社団法人コミュニティネットワーク協会
高齢者住宅情報センター
http://www.kurashi-sumai.jp
〒171-0022　東京都豊島区南池袋3丁目13-9　
ビスハイム池袋2階202
TEL：03-6256-0571　FAX：03-6256-0572
＊月曜～金曜　10：00～ 17：00（土・日・祝日はお休み）
● 交通案内：JR山手線「池袋駅」徒歩4分、西武池袋線
「池袋駅」徒歩2分／都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」
徒歩8分／東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩9分

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目13-9
ビスハイム池袋2階202
TEL：03-6256-0571　FAX：03-6256-0572

JR山手線「池袋駅」徒歩4分、西武池袋線「池袋駅」
徒歩2分／都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」徒歩8分／
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩9分

交通
案内

〒530-0012 大阪市北区芝田1-4-8
北阪急ビル7階
TEL：06-6375-8830　
FAX：06-6375-8831

阪急・市営地下鉄「梅田」駅より徒歩3分
JR「大阪」駅より徒歩5分

交通
案内


