"縁側"に行きたくなるインフォメーションペーパー

ENGAWA NEWS
ＭＯＭＯにっき
なごやかまつりひがし に
出店しました！
★10月12日のできごと
今日は なごや
まつり でした。
今年は東区制１
００周年を記念し
て なごやかまつ
りひがし はいつ
もの年よりも豪華
版！多くの人出に
ＭＯＭＯの綿菓子の販売では長蛇の列でびっくり！！
スタッフも綿菓子だらけになりながら何百本も作りま
した〜

くらしの器と秋のごはん−開催
★10月19日のできごと
今夜は ごま食
堂 大熊智子さん
の 秋のごはん
をいただきました。
自家製果実酒や
ご実家のお父様手
作りの旬の野菜を
中心とした体に優
しい献立に、お箸
がすすみます。
その上、うれし
い事に 今ＭＯＭ
Ｏで開催中の く
らしの器 展の陶
芸家コガナオミさ
んの器のお土産付
きです。
おなかも満たされ、おしゃべりにも花が咲き笑顔で
いっぱいのMOMOでした。
まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
秋の風がまだまだ青々し葉に当たり、季節の変わり目を感
じられる縁側。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/
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大久保康雄の風の記憶

ひょうたんから豆腐が出た？
先日、名古屋市中村区にオープンした〈ひょうたん
カフェ豆腐店〉に行ってきた。〈ＮＰＯ法人ひょうた
んカフェ〉さんは、昔でいう小規模作業所、いまでい
うところの障害者地域活動支援センターである。〈ひ
ょうたんカフェ〉さん代表の橋本思織さんとは、くれ
よんＢＯＸさんのイベントの時にお会いして挨拶させ
てもらったことがあり、今年の４月からくれよんさん
の職員さんがひょうたんカフェさんに移られてから、
その伝手を頼っていろいろとチラシを置かせてもらっ
たりしている。

豆腐店は以前からやりたいとは聞いていた。以前は
宮城県の蔵王から〈すずしろ豆腐〉という豆腐を送っ
てもらっては販売していたらしいが、職員さんも利用
者さんも頑張って修行に励み、とうとう自分たちで手
作り豆腐を完成させることに成功した。助成金を得て
民家のガレージだったところを改装し、念願の豆腐店
をオープンさせたのである。その豆腐のお味は…これ
が美味しいのだ。スーパーで売っているパック詰めの
豆腐に比べて、大豆本来の甘みや滑らかさが活きてい
て、味わいも濃厚、とても舌触りが良い。私は〈ゆず
豆腐〉と〈がんも〉を求めたが、一緒に行った友人な
どあれやこれやと買い求めていた。〈ひょうたんカフ
ェ豆腐店〉は、中村大門を右手に折れてしばらく行
き、路地のような細い道を 左に曲がって少し行くと
ある。店舗だけではなく、昔ながらの引き売りもして
いるというから、お近くの方はぜひ一度、騙されたと
思って求めてみて下さい。

大久保康雄（オオクボヤスオ）
まちの縁側育くみ隊の理事であり、紙芝居集
団・風穴一座座長を務めるなど、多種多様な
顔をもつチェアウォーカー
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人のつながりのエンガワ=ライブ感あふれる場所

東京に、アビリティたすけあい（ＡＣＴ）という市
民活動団体がある。ＮＰＯ法人となって１０年目を迎
え、会員は７４００人に迫っている。そこは地域で安
心して暮らし続けるために、世代を超えて人と人が出
会い、語らい寄り合う場づくりとして多様な活動を展
開している。ＡＣＴは「住まい・居場所づくりによる
地域をつなぐ活動支援」のための助成金も出してい
る。最近その助成スタート集会によばれて、「まちの
縁側は小さな公共空間」の幻燈会と座談会を行った。
集まった方々はみんな暮らし方・生き方についての素
朴でかつ鋭い問題意識をもちつつ、自らのやれること
を地域でやってみようの意欲にみちあふれていた。
当日の座談会の主な論点は、生き生きとした活動の
継続の力を育てるにはどうすればいいのか？であっ
た。このことに対して次のようなポイントがあること
を提起したが、参加者の反応を通して表現してみよ
う。
第１に、「コ
ンセプトを確認
しつつづけるこ
との大切さを確
認できた。」こ
の場合のコンセ
プトとしての
「『縁が輪』の
発想（図参照）
は、目からウロ
コでした」の意見にあらわれているように、ゆるやか
なエンガワ視点の有効性が明らかにされた。
第２に、「ＭＯＭＯ、クニハウス、ピンポンハウ
ス、ユーコート・・・どれも人間の知恵があれば面白
いことが出来ると希望がもてました」とあるように
「１人１人の自発性と弱さをカバーする人が集まるこ

との大切さ」への気づき、そして「まちをつくるので
はなく、育てる、育くむということが印象に残りまし
た。弱さを補いあうこと、得意なことを持ち寄ること
等」「いつも新鮮なプログラムへの挑戦が必要」であ
り、「えんがわ＝ライブ」であるというとらえ方の大
切さが強調された。
第３に、「継続のために"ほめあう"。ここからもっ
ている力をひきだしてあげることができる。」「おで
んのようなまざりあい（思いを同じくする人も違った
立場の人もまざりあって）によるパワーの高揚の重要
性。
第４に「わずらわしさを楽しみに変えること。だん
だんわずらわしいことが少なくなってきます」と高齢
の女性の方がいわれたのは印象的であった。
第５に、「出逢う大切さ。ご縁」の力への確信。あ
る市会議員の方は「報酬の1/5にあたる家賃をつぎこ
んで10年たつが、何のためにスペースを維持してい
るのかわからなかった。しかし、今日の話で、小さい
ながらも、生きづらい人や若者が集まり、いっしょに
ごはん食べたり、思いつきのミニ企画したり、ささや
かながらもまちの縁側であったのだなぁと感じまし
た。」といわれたように、日本各地のエンガワの連携
と相互励ましあいの機会の必要性が喚起された。
「今、自分は人とのかかわりから離れていきたいと
思っている時だったので、又、あらためて考えていき
たいと思います」の意見にふれて正直うれしかった。
やはり人のつながりのエンガワが新しい発展につなが
り予想外の方向に進化するんだということを改めて確
認した。とともに、この日の人々の反応・意見はすべ
て、まちの縁側育くみ隊の自己診断でもありエールで
もある、と思う。
※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

延藤安弘（エンドウヤスヒロ）
NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事。愛知
産業大学大学院教授。錦二丁目まちの会所・
世話人代表。

□ 錦二丁目まちのデザイン塾
講師に学びながら、触発された思いをカルタに表現す
る、錦二丁目まちのデザイン塾。11月は「商売の根
幹の部分からトータルに変革をどうすすめるか〜繊維
問屋街の横山町のエリアマネジメントから」をテーマ
に、橘昌邦氏（アフタヌーンソサエティ）をお呼びし
ます。（【場所】夢目的施設本丸４階セミナー会場）
地区内外の方、専門家、学生・・・みなさまどうぞご
参集下さい。

□まちの縁側MOMO情報
【簡単おやつづくり】
季節のお芋を使って"いきなり団子"を作りましょう!!
日 時：11月7日（金）10:00〜12:00
参加費：500円（材料費込）
※「いきなり団子」は熊本名物で、ホクホクのさつま
芋と餡を小麦粉の皮でくるんだ素朴なお菓子です
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】
懐かしの唱歌を一緒に大きな声を出して歌いましょう
日 時：11月11日（火）10:30〜11:30
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

ＷＥＢも随時更新中！ぜひご覧下さい。
■錦二丁目まちづくり
（錦二丁目まちづくり連絡協議会ホームページ）
http://www.kin2.bpl.jp/index.html

【鐡工房胤庵武田・高田作品展】
作家が「冷たい鉄の温かさに触れてほしい」との思い
で制作した作品を展示
日 時：11月12日(水)〜28日(金)13:00〜17:00
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
■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
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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
ジネンカフェだより http://blog.goo.ne.jp:80/jinencafe/
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「昭和の名古屋の上空から」写真展
10月28日(火)〜11月7日(金)
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■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

E [13:00]東京・コ
レクティブハウジン
グ・かんかん森フォ
ーラム
E 台湾大学
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【手作り楽しもう会】
あら、簡単！まあ、楽しい！をテーマに。手作りする
事がはじめての方でも参加できます
簡単リフォーム、バック、アクセサリーなどなど
日 時：11月21日(金)、28日(金) 10:00〜12:00
参加費：700円（お茶代込み）＋材料費（実費）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【干支のミニタペストリーを作りましょう】
日 時：11月14日（金）13:30〜15:30
講 師：上原洋子
参加費：1,000円（お茶代込み）＋材料費実費
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
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【つどいの広場♪ハーモニー♪】
0〜3歳の子どもさんと親ごさんで参加していただけます
日 時：月・水・木 10:00〜12:00
参加費：300円/1回（保険料含む）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
□まちの縁側育くみ隊情報
【ジネンカフェvol.021】
テーマ：はじめの一歩を踏み出して、その後…
日 時：11月8日（土）14:00〜16:00
会 場：くれよんBOX
ゲスト：川口 いづみさん（くれよんBOXスタッフ）
参加費：300円（カフェ代別途）
ゲストより一言：福祉情報誌編集員メンバーに入れて
もらって、驚いたこと、教えられたこと、楽しかった
こと、初めての体験…そんな取材先の出来事などをお
話ししたいと思います。また、考えをまとめて話すの
が大の苦手な私が講師派遣の活動をするようになった
理由、つらいとき、不安なときに与えられた聖書のみ
ことばについてなどお話できたらと思っています。
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【ダンボール工作】
ダンボールでゴルフ場をつくるよ♪
日 時：第3木曜日 15:30〜17:30
講 師：図画工作むらた
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
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鐡工房胤庵武田・高田作品展
11月12日(水)〜11月28日(金)
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