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ＭＯＭＯにっき

こんなMOMOになりたいな！

親子でおしゃれな裁縫箱づくり体験
★8月8日のできごと

まちの縁側ＭＯＭＯは、２００２年の１年間橦木館
（現在の文化のみち橦木館）で行われた「つきいち縁
側」を企画・開催したことをきっかけに活動を始めま
した。
まずは、２００３年５月に名古屋市東区平田町交差
点近くの元歯科医院の一部屋を仲間たちの手で改装
し、地域の方々との関係を築きながら４年間「縁側サ
ミット」などを行ってまいりました。
その後、より多くの方々との出会いを求めて、昨年
（２００７年）５月に東区代官町２９に拠点を移し、
新たに"まちの縁側"活動をすることとなりました。今
年の春には（財）名古屋都市センターより助成※１を
うけ、小さな子どもや高齢者の方、車椅子の方も利用
しやすいバリアフリー環境整備、食を通しての交流や
ゆっくりお茶を楽しめる空間整備、癒しの感じられる
玄関回りを中心とした緑化整備をいたしました。

●地域のお宝発見
ひとー地域のお宝人の発掘・交流
ものー価値ある古い建物、どんぐり広場などの
活用
ことー季節を感じられる暮らしの提案
●手作り
物を作ることの喜びと楽しさの提案
食を通しての交流
●ギャラリー
遠くに出掛けなくても素敵な作品に出会える企
画の開催
季節感ある室礼（しつらい）を彩る作品の展示
●エコを意識した暮らしづくりの提案・勉強会
豊かな暮らし方を見つめなおすためのお手伝い
以上のことを中心に活動を続けながら、日々の暮ら
しの中で一緒に楽しみ、共に笑い合うことのできる縁
側を広げ、各地に縁側ができることを願っています。
『ひろげよう、まちの縁側！』
→

健康になる
気持ちが
Happyになる

クヨクヨ
しない
→改修後のMOMOの入口。木製引戸に大きなガラスがはめ込まれ
中がよく見える。緑がイキイキと育ち始めている。

このような環境が整った中で、まちの縁側ＭＯＭＯは
"出会い・交流・発見・文化創造"をテーマのもと、地
域の多世代の人たちが集える楽しい居場所づくりする
ために、次にあげるようなことを行っています。 →
※１

財団法人名古屋都市センターにおける平成19年度ま
ちづくり活動助成「まち 夢 工事部門」にて助成
http://www.nui.or.jp/kikin/19/index.html

美しくなる

みんなで
笑えば･･･

笑顔は
伝染する

円満に
なる

福来る

こんなMOMOになりたいな！

≪主宰者の想い≫
毎日の暮らしを大切にすること、丁寧にこつこつと
人の関係を築いていくことの幸せをわたしは縁側ＭＯ
ＭＯという居場所を通じて日々、味わわせていただい
ている。
物があふれ、情報が氾濫する現代にあって、何を幸
せと感じるかは１０人１０色かもしれないけれど、あ
りのままの自分が「ここにいていい」という感覚は人
間、誰しもが望んでいる姿ではないかと思う。自分の
居場所があるということが、安心して、落ち着いて生
活するには、なくてはならないものではないでしょう
か。
毎日の暮らしを大切にすることへの気づきは、衣・
食・住に工夫することが大好きな個性あふれるＭＯＭ
Ｏスタッフと、また、みんな違って、みんな素晴らし
い地域のお宝のような人たちとの出会いからいただい
た。
そして、丁寧にこつこつと人の関係を大切にするこ
との幸せは、地域のこどもたちとの関係からはじま
り、親御さんからご年配の方々との毎日のなにげない
挨拶やふれあいから生まれたものです。
この人と人が"つながる"幸せな感覚は目にみえるも
の以上に、お金では買うことのできない、幸せをもた
らしてくれるものと思う。
新たに歩みだしたまちの縁側ＭＯＭＯがあり続ける
ためには、この笑いあふれる縁側が更に新たな出会い
を生み出し、情報交換を深め、助け合いの精神ができ
てくることが必要です。
こんなＭＯＭＯに共感を寄せていただける方、ご協
力いただける方を心よりお待ちしております。
まちの縁側ＭＯＭＯ主宰

延藤節子

延藤節子（エンドウ セツコ）
まちの縁側MOMO主宰者。人と人の 縁 を結び合わせる
ことが得意。MOMOのイベントも家の家事もスピーディー
にサクサクッとこなすBEAUTIFUL WOMAN。

今日の「手作り
楽しもう会」夏休
みの千夏ちゃん
（小１）はお母さ
んと参加です。
世界に一つしか
ない、おしゃれな
裁縫箱をお母さん
と一緒に作りました。
初参加の香港からの留学生のＡｎｎｅさんは日本語
と英語を交え、みなさんとテーブルを囲んで楽しいひ
と時を体験されたようです。
ＭＯＭＯも国際色豊かになって来たのねえ〜

ダンボール工作
★8月9日のできごと
残暑厳しい夏休
みの真っただ中、
村田祐一郎さんを
講師にお迎えして
"ダンボール工作
のワークショップ
を行いました。
材料はダンボー
ル・ねじくぎ・スポンジ・カラフル輪ゴム・ビー玉。
これだけで、なんと楽しい！ "ビー玉ころがし が出
来上がりました。ゴールに向かって、コロコロ、コロ
コロ。不思議なもので同じ材料を使っても出来上がり
は皆違います。夏休みの宿題、一つ完成です。
ダンボール工作の後のお昼は、みんなの手作りピザ
です。私はたまねぎたっぷりと、ぼくはウインナーが
大好きだよ。こちらもそれぞれ個性あふれるピザが出
来上がりました。自分で作ると、味も格別のようで
す。
まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
公園の緑と徐々に育ってきたMOMOの緑が同化し、豊かな
空間を演出する縁側。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/

□夏涼しい錦二においでヨ！
錦二丁目まちづくり連絡協議会では、ここ数年にわ
たり連続企画『まちのデザイン塾』を開いている。２
００８年度の第３回は、７月３１日（木）の夜、セン
タービルで行われた。名古屋工業大学の堀越哲美教授
と同是澤紀子准教授から「いのちの賑わいのある建
築・まちづくり」について触発してやまない魅力あふ
れるお話をいただき、会場との応答も盛んであった。
主題にむけての要点全体を「頭韻要約法」によって束
ねてみると、次の通りである。
冷気がしみだす緑と水のネットワークづくりは「風
の道」をつくる
―大・小の緑地、壁面・屋上緑化、地表ミスト、軒
先ミニトマト等
見物できる近景と遠景のつながりをつくり、環境を
観光にする
―身のまわりのキュウイ、店先の縁台から空の満月
への見通し
―「あんどん」など誰にもわかる美しいサインを
―会所に井戸を堀り、非常時に備える
アプローチのやさしさは、人々の生命感を育む
―従来性・選択性・ゲート性のある道づくり
※この原稿は延藤安弘のブログ
（安弘思遊記http://enside.exblog.jp/）の再掲です

―道沿いの人々が手を入れる、キモチが入ると和み
の風景が
裸系としての自然植生と、デザインされた布のとり
こみ
―地域の生態系にあった植生は聖域のような祈りの
場を育む
―のれんやバナーなどによる愛着空間を育む
タカラとしてのゑびす祭を生かす
―祭の形象化（のれん、ちょうちん等）
―運営においてええ加減を分かちあう
環境共生都市の持続には会所・寺社のいいところさ
がしとその連続化
―空が広い、緑がある、人が集う、愛着を育む
これらのキーワードの頭文字をたてにつなぐと
「霊験あらたか」となる。上記の一連のキーワード
の実現は、地域とまちと人間の健やかさの回復・再創
造に向けて、そして「夏涼しい、冬あたたかい錦二丁
目においでヨ！」に霊験あらたかな効果を生みだすで
あろう。 そんなユメをわかちあえる状況に身をおい
た参加者の面々は興奮さめやらぬ表情で夜の錦二のま
ちの中に消えていった。
■まちの会所問い合わせ先：（担当 名畑）
TEL*FAX/052‑201‑9878 E‑Mail/info@engawa.ne.jp
錦二丁目まちづくりHP / http://www.kin2.bpl.jp/index.html

OPEN: 月・水・金13:00〜17:00
記入無
錦二丁目関連
N
まちの縁側育くみ隊
E
延藤安弘個人

9月
月

火

水

木

金

E [14]東京地域づ
くり全国会議
E [19]いい川づく
り実行委員会

1

2

E 東京/まちづく
りと文化･芸術ｾﾞﾐ
E [18]住宅総合研
究財団住教育委員
会
8

E 熊本へ

3

9

10

11
E 台北へ

15

16
E 名古屋へ

22

5

17

12
E 台湾大学講義

18

19

【朗読と古楽器が紡ぐひととき】
美しい日本語の響きとリュートの旋律をお楽しみ下さい
日 時：9月13日（土）14:00〜15:00
朗 読：山田あき子
演 奏：リュート 柴信次/藤間勘萃
参加費：1,000円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
■まちの縁側MOMO問い合わせ先：（担当 延藤節子）
TEL*FAX/052‑936‑1717 E‑Mail/momo@engawa.ne.jp
※イベントはすべて「まちの縁側MOMO」で行なわれます
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E 台湾大学講義

20

1
S [9]
つどいの広場
打ち合わせ
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■ジネンカフェの問い合わせ先：（担当 大久保）
TEL*FAX/052‑936‑1717 E‑Mail/ookubo@engawa.ne.jp

OPEN: 火・金 10:00〜17:00
OPEN: 水・木 13:00〜17:00
OPEN: 土・日イベント開催日
S
延藤節子個人
S [15]
文化のみち会議

7

14

□まちの縁側育くみ隊情報
【ジネンカフェvol.019】
テーマ：カレーなる晩餐会
日 時：9月7日（土）16:00〜20:00
会 場：まちの縁側MOMO
参加費：大人1,000円
子ども(中学生まで)500円
企 画：紙芝居、ギター演奏、みんなでナンづくり、
ご自慢カレーで晩餐会、どんちゃん＆さつき
さんのヨーロッパ紀行、みやちゃん＆みなみ
の星ヶ丘でこんなんめっけました！

9月

E [10]熊本まち育
て塾（きくち市）

6

【シャンソンの夕べ】
虫の音がそこここに聞かれる"秋のひととき"、この季
節に相応しいシャンソンでお楽しみになりませんか。
日 時：9月28日（日）18:00〜19:30
ボーカル 遠藤 伸子
アコーディオン 尾上 省三
参加費：2,500円(1ドリンク・軽食つき)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

□まちの縁側MOMO

E [13]長野市まち E [9]長野市まちの E [13]東京住まい E [9]いい川づくり E [9]東京・同左
の縁側実践講座 縁側実践講座
ワークショップ
の絵本審査会
（芹田地区）
E [14]同(若穂地区) E [18]いい川づく
E [18]同えんがわ E [18]同(信里地区) り」WS前夜祭
大楽
23
24
25
26
27
28

E [13]東京全国地 E [9]同左
域づくり団体ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会
E [14]同交流会

29

4

【手作り楽しもう会】
日 時：9月12日（金）、26日（金）10:00〜12:00
参加費：700円（お茶代込み・材料費は実費）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

日

E [14]岡崎市本多 錦二ヒヤリング E [13]岡崎市リブ
邸委員会
ラサポーター会議

E [14]へきなん市
棚尾地区まちづく
り会議

E 台湾大学講義

土

□まちの縁側MOMO情報
【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】
想い出に残る大事な一曲を山田さんの伴奏でおなかか
ら声を出してうたいましょう！
日 時：9月9日（火）11:00〜12:00
参加費：500円（20名限定）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

17

常滑の急須のおもてなし展
9月17日(水)〜10月3日(金)
※9月17日、10月2日はお茶のおもてなしあり
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