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ＭＯＭＯにっき

大久保康雄の風の記憶

フリーマーケット in MOMO

カエルの子はカエル？

★12月6日のできごと

１１月の最終日、風穴一座の活動で小牧の光ヶ丘中
学校で催された「地域ふれあい学びフェスティバル」
に紙芝居をしに行ってきた。ここ３年ばかり「おやじ
の会」という、文字通り地域のお父さんたちの地域サ
ークルに招かれて「地域フェスティバル」に公演をし
に行っている。

今日はお天気に
も恵まれ、準備も
整っていよいよマ
ーケット開催です。
どんぐり広場で
は河合木工さんの
ご好意で薪のスト
ーブを設置。MO
MOに出入りする
子どもたちとお母
さん、地域の方々
の協力もいただい
て笑顔がひろがり
ました。
赤ちゃん連れの
若いお母さんから
ご高齢の方々までご一緒にフリーマーケットを楽しん
でいただきました。
おぜんざいもコーヒーもやきいもも美味しかったね。

高知・赤岡からの贈り物
・竹筒灯りを囲んで
★12月22日のできごと
みんなの思いが
あかりでつながっ
ていきますように
と願いを込めて、
高知県赤岡から竹
のキャンドルが届
きました。
竹筒の灯りを公
園で地域のみなさんと一緒にともしました。
縁が輪になったひとときでした。本当にみなさまあり
がとう。
まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
日々の動きがわかるよ。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/

「地域ふれあい学びフェスティバル」というのは、
つまるところ学校と地域とが一体になって開催する文
化祭みたいなもので、学生だけではなく地域でいろい
ろな活動に取り組まれている団体さんも集まってい
て、それはそれは賑やかだった。この日は半田でも福
祉フェア・福祉大会があり、７時台後半の列車に乗ろ
うとしたら、知多半田駅で半田市社協の職員さんとば
ったり鉢合わせをしてしまったが、私が地元に留まら
ずお呼びがかかればどこへでも出かけてゆくというこ
とは地元でもよく知られていることなので、挨拶を交
わしただけで特に何も尋ねられなかった。まちづく
り、地域づくりに取り組んでいるＮＰＯの理事が、自
分の地元のことにあまり関わらないことに対して自己
矛盾を感じているが、私は幼い頃から成人するまで家
族と離れて名古屋や三河一宮で暮らしていたので、地
元に対する思い入れはそれほど強くない。だからであ
ろう。
最近亡き父親のことを身近に感じるようになってき
た。
東京で生まれ育った父親も家のこと、半田のことは
二の次、三の次にして、肢体不自由児者父母の会の愛
知県連の活動に全力を傾けていた人だった。私の場合
は若干地元では動きづらい事情もあるのだが、それを
差し引いてもやはりカエルの子はカエルということだ
ろうか？

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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エンガワ発想が地域に滲んでいく時、
「変」は「縁」にかわる

「人は、誰かと会うために生き、誰かと語るために
生き、そして一番大切な誰かを支えるためにまた生き
る。」まちの縁側の可能性をこのようにとらえている
のは「ぎふ地域新聞」（発行玉宮町人会，2008年12
月）である。
縁側とは「内と外」「個と社会」「人と人」など、
様々な出会いやふれあいが生まれる場所です。学校は
「おとなと子ども」「学校教育と社会教育」など様々
な人が出会い学びあう場所として「まちの縁側」とい
えると思います。・・・と唱えているのは東京都公立
中学校PTA協議会。そこが新年1月18日にとりくむフ
ォーラム「出あい・ふれあい・育ちあい―まちの縁側
としての学校を見つめる」のチラシにこのようなエン
ガワ・コンセプトがみられる。
まちの縁が輪づくりを、地域的に広げる活動を系統
的にすすめている長野市ボランティアセンターのある
資料には、「縁側的提案のススメ」として「①商店の
縁側的要素の再発見・見直し ②我が家の縁側を見直
し・再発見 ③公共の場を開く、縁側的発想で開く
④鎮守の森の再発見、伝統文化で縁側づくり ⑤思い
にこだわるベンチ」をあげ、既存のまちのストックを
活用しながら多様な縁が輪づくりをすすめようとして
いる。あわせてエンガワ発想として「もう駄目だと思
うのも想像力、まだまだいけると思うのも想像力。ど
ちらの想像力にかけるか。まちの縁側づくりで「和気
あいあいのまちづくり」を進めよう。「縁が輪」にな
るように。」と示されている。

「市場の失敗」と「政府の失敗」による大変な悲哀
の多発する状況の中で、「変」をこえるのは、ヒト・
モノ・コトがゆるやかにつながり合う「縁」ではない
だろうか。「まちの縁側」ムーブメントは、「変」を
「縁」にかえる地域社会の底力を育くむことにつなが
る。
社会が根源的に病んでいる時代に、だれもがキゲン
よくくらせるまちを育むためには、ヒト・モノ・コト
の良縁の分かちあい（sharing）を地域の内側から多
様に展開していくことが重要である。その持続と拡が
りが社会を健やかなものに変えていく。社会
（society）という言葉自体がそもそも「分かちあ
い」（sharing）を意味するsociusに由来し＊、分か
ちあいは多様な縁が輪づくりの地域的実践の積み重ね
にあるとすれば、「縁が輪」の「分かちあい」は新し
い時代にふさわしい相互支援社会を創造することにつ
ながる。
私たちは居住地にある「まちの縁側ＭＯＭＯ」を通
して、そして都心にある「錦二丁目まちの会所」を通
して、ヒト･モノ･コトの良縁の分かちあいの場を創造
的に紡ぎつづけていきたい。
弓なりの島の各地域に、これまで以上に「変」を
「縁」にかえる「無限エンジン縁人」を育み合う楽し
さの中にわけいっていきたいという志を表明して新年
のごあいさつとしたい。

昨年末、沖縄の糸満市に出かけた時、かの地には人
と人の間にゆるやかな「もやい」のくらしとまろやか
な「縁が輪」が根づいていることに感動した。

<注>

このような「縁が輪」の思想と実践の各地での拡が
りは何を意味するのだろうか。

※この原稿は延藤安弘のブログ

＊エドワード・ケーシー：場所の運命，新曜社，2008年，p.15

（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。

□まちの縁側育くみ隊情報
【ジネンカフェvol.023】
テーマ：人生紆余曲折でも、人との出会いは私の宝物です
日 時：1月11日(日) 11:00〜15:00
会 場：くれよんBOX
ゲスト：小出 幸枝さん（愛知県人にやさしい街づくりアドバイザー）
参加費：600円（鍋パーティー代含む）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
【ジネンカフェvol.024】
テーマ：活きてますか、地域の中で、あなたは？
日 時：２月８日(日) 11:30〜16:30
会 場：名古屋市総合社会福祉会館７Ｆ大会議室
(名古屋市北区清水4‑17‑1)
当日のメニュー：
◆ゲストトーク
テーマ：個性を活かした障がい児・者支援が紡ぐ豊
かな地域づくり
ゲスト：戸枝陽基氏(社会福祉法人むそう理事長)
◆文化会形式ワークショップ
テーマ1 地域に一歩踏み出すため、何が必要なの？
テーマ2 私と地域(他者)、どう理解を深めてゆけば

いいの？
テーマ3 自分を知ろう！ 地域で活きるために
テーマ4 地域の中で自分をどう活かせばいいの？
コーディネーター：村田尚生氏(愛知学院大学総合政策学部准教授)
◆カフェコンサート
シンガーソングライター・ふるもとゆうこさんが奏でる
癒しの歌声を聴きながら、カフェをお楽しみ下さい。
参加費：1,000円(ランチ飲食代込み)
コーヒー・紅茶・サンドイッチ・ソフトタコスetc…
お申込：住所・氏名・連絡先・ランチの有無(参加費
は変わりません)を記入の上、下記のTEL又
はFAX、メールにてお申込ください。
定 員：80名(先着順)
出展団体(順不同)
くれよんＢＯＸ(昭和区)、かたひらかたろう(緑区)、和工房TAN・
KEI(天白区)、オリーブ(北区)、ひょうたんカフェ(中村区)、かわせ
み工房(日進市)
主催・共催：ＮＰＯ法人まちの縁側育くみ隊、ＮＰＯ法人くれよん
ＢＯＸ、かたひらかたろう、東区障害者地域自立支援協議会
後援：愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員
会、愛知県社会福祉協議会、名古屋市社会福祉協議会

■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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【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】
懐かしい歌をみなさん一緒に大きな声を出しておおら
かな気持ちで歌いませんか
日 時：1月13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
【ダンボール工作】
小さな腰掛けを作ろう！！
日 時：1月15日(木) 15:30〜17:30
講 師：図画工作むらた
参加費：500円＋材料費100円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
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【心とからだのストレッチ】
ストレッチ体操で心と体をほぐしましょう！
日 時：1月27日(火) 13:30〜14:30
講 師：Dance Studio Cozy 奥田寛明氏
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
【お雛さま飾りを作りましょう】
ボンチャイナの陶磁器粘土を使って雛人形を作ります
日 時：1月29日(木) 13:00〜15:00
講 師：早川千鶴さん（クボ・セラミックドール）
参加費：3,500円（講師料、材料費、お茶代込）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
【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

【手作り楽しもう会】
日 時：1月16日(金)、23日(金)、30日(金)
10:00〜12:00

□まちの縁側MOMO

OPEN: 火〜金 13:00〜17:00
OPEN: 土・日イベント開催日
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E [14:00]小牧市味 [18:00]錦二MPア E [17:00]
N [9:30]小牧市
岡児童館WS企画会議 ンケート検討会議 延藤＆小杉研ゼミ 味岡児童館ワーク
[18:00]錦二MPア
ショップ
ンケート検討会議
E [13:30]岡崎市
本多邸建設企画会
議
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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

■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

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

月

□まちの縁側MOMO情報
【特別企画：川連（かわつら）漆器展】
秋田の郷土漆器がお楽しみいただけます。
※予約購入が可能です。
日 時：1月13日(火)〜1月30日(金)
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[18:00]錦二MPア E [17:00]
E [10:00]ゴジカ
ンケート検討会議 延藤＆小杉研ゼミ ラ村・住まいづく
りの会WS
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[18:00]錦二まち E [18:30]東京住 E [19:30]岐阜市 E [14:00]岡崎市
づくり連絡協議会 総研・住教育委員 井ノ口地区踏査 本多邸拡大市民会
理事会
会
議
E [21:00]茨城県
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まちの縁側MOMOの冬休み
12月23日(火)〜1月13日(火)
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さあ歌いましょう！
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川連(かわつら)漆器展
1月13日(火)〜1月30日(金)

