
■あいちNPO市民ネットワークセンタ

ーパンフレット

新谷氏が代表を務めるNPO法人。現

在、愛知県みよし市、豊田市を中心に

食のふれあい事業、協働のまちづくり

事業、地域福祉事業（社会福祉）など

を行っている。

http://blog.canpan.info/ai_net_npo/

　ＮＰＯ法人あいちＮＰＯ市民ネ

ットワークセンター（略称：あい

ネット）は、８年前生協の仲間と

始めた、まちづくりがテーマのＮ

ＰＯです。

　生協での「食」の活動を通し

て、社会のシクミに気付き、同時

に問題を解決するには気付いた人

が動くことが必要であることも実

感・食以外の分野への関心も広が

り、ＮＰＯを設立しました。

　高齢者・障がい者向けのお弁当

事業、子どもの食と運動の講座、

延藤先生を始め、力のある先人を

講師にお願いしてのＮＰＯ講座な

どなど、あいネット発の問題提起

型の活動を実施してきましたが･･･

３・４年前から活動が少しずつ変

化してきました。理由はあいネッ

トと地域とのキョリの接近です。

　はじまりは、行政からの地域福

祉の事業委託でした。

　地域全体を走り廻ることにな

り、高齢者の方の地域生活をいろ

地域密着のまちづくり・現在奮闘中

新谷 千晶 ｜ SHINTANI CHIAKI

いろな側面から知ることができま

した。

　更に、協働によるまちづくりを

進めるための活動にも係わり、市

民活動の調査・地域活動団体・行

政への聞き取りなどを実施するこ

とで、地域全体の状況がだんだん

とみえてきました。

　地域密着でのまちづくりを目指

す現在、あいネットが引き受ける

課題も増え、地域福祉関連３事

業・協働推進関連２事業・多文化

共生関連１事業・食育関連１事業

などと多様に広がっています。

　２２年度は更に増加していく予

感もあり、継続事業も年々変化し

ていくまちづくり活動には、気

力・体力の再生産が大事だと思う

この頃です。

　草の根まちづくりのＮＰＯとし

て２２年度もひと踏ん張り！し

て･･･まちの縁側育くみ隊とも、協

働で活動できる日を楽しみにがん

ばります。

■今月の理事

新谷 千晶（シンタニ チアキ）

まちの縁側育くみ隊の理事であり、Ｎ

ＰＯ法人　あいちＮＰＯ市民ネットワ

ークセンター代表。知性豊かな女性活

動デザイナー。
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■写真

１　地域さろん(施設見学)

２　２１年７月１４日「協働によるま 

　　ちづくり交流会」

３　あいネット・活動展開図

４　日本語学習支援教室「みよしっこ

　　クラブ」の様子



■ミクスチャーな暮らしを語りあ

いませんか？

　"おでんのように"個性を生か

し、お互いにより美味しく混ざっ

て暮らす"チャーハンのように"あ

りあわせのものがふれあって、補

いあって混ざって暮らす若者も子

育てファミリーもお年よりも、自

然も地域も、田舎暮らしも都会暮

らしも、いざこざも楽しさも、つ

かずはなれずにゆるやかにまざる

ことで、安心とトキメキをわかち

あえる"ミクスチャーハウス"多世

代が混ざり合う中で子育てしたい

方、子育てがひと段落してご夫婦

の新たな住まいを求めている方、

一人暮らしを不安に思われている

方、ぜひこの住まいづくりにご一

緒してみませんか？

参加費　：1人様500円

　　　　　※ご家族でお越しの場

　　　　　　合は大人のみ

集合場所：ゴジカラ村

　　　　　古民家ざわざわ

アクセス：Aコース

　　　　　地下鉄東山線「藤が丘

　　　　　駅」よりタクシーで10 

　　　　　分 もしくは名鉄バス20 

　　　　　分「愛知たいようの　

　　　　　杜」下車徒歩5分

　　　　　Bコース

　　　　　地下鉄東山線「本郷　

　　　　　駅」市バス8分「障害

　　　　　者スポーツセンター」

　　　　　下車徒歩10 分

お問合せ：ゴジカラ村役場

　　　　　担当：田中

　　　　　〒480-1131

　　　　　愛知県長久手町長湫字

　　　　　根嶽29-9

電　話　：0561-64-5737

ＦＡＸ　：0561-64-5738

主　催　：ゴジカラ村もうひとつ

　　　　　の住まいづくりの会(仮)

協　力　：ゴジカラ村役場

　　　　　NPO 法人まちの縁側育

　　　　　くみ隊

　　　　　愛知産業大学大学院延

　　　　　藤研究室�

まちの会所

愛知県名古屋市中区錦2-6-13

長者町ゑびすビルPart3・2階

アクセス

名古屋地下鉄桜通線丸の内駅下車5番出口

より徒歩3分

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
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 E [13:30]東京
 稲城市市民公開
 講座
 E [17:00]東京
 コレクティブハ
 ウス聖蹟

 [15:00]錦二まち
 づくりパネルデ
 ィスカッション
 [17:30]同交流会
 [19:00]トリエン
ナーレスクール

 E [14:00]横浜
 関内・関外まち
 づくりシンポジ
 ウム

 N [7:00]
 ゴジカラ村ミク
 スチャーハウス
 企画会議
 [18:00]大ナゴヤ
 大学長者町ゼミ

 E [14:45]
 名古屋小中学校
 教員まちづくり
 学習・研修会

 E [13:30]
 岡崎りぶら・運
 営委員会

 E [10:00]
 熊本県御船町く
 まもとまち育て
 塾

 E [13:30]
 岐阜市柳ヶ瀬ま
 ち育て幻燈＋ま
 ちタンケン

 E [15:00]東京
 マンション・コ
 ミュニティ研究
 会
 E [18:00]東京
 集合住宅研究会

 E 千葉市ピーナ
 ッツ１０周年幻
 燈会

 [19:00]
 トリエンナーレ
 スクール

 E [13:00]
 熊本県水俣市エ
 コハウス・もや
 いビルド体験

 E 熊本→名古屋
 N [19:00]
 NPO理事会

 N [19:00]
 ゴジカラ村ミク
 スチャハウス企
 画会議

 E [9:30]ASU修士
 論文公聴会
 E [18:00]兵庫県
 尼崎市潮江まち
 育て幻燈会

 [19:00]
 トリエンナーレ
 スクール

 N [10:00]
 ゴジカラ村ミク
 スチャハウスワ
 ークショップ

 E [19:00]
 岐阜・柳ヶ瀬ま
 ち育てワークシ
 ョップ

 E [14:00]東京
 大府市都市計画
 マスタープラン
 講演会

 N [10:00]
 ゴジカラ村ミク
 スチャーハウス
 住み手の会

 E [15:00]東京
 高齢者コレクテ
 ィブ居住研究会

 [10:00]錦二交通
 調査打合せ

2月

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
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大久保康雄の風の記憶

Ookubo Yasuo's
Memory of wind

　ゲームの美男キャラクターから火が着き、若い女性中心に戦国武将がブ

ームになっている。かたや美少女キャラクターは相変わらず大人気で、商

品のパッケージに美少女キャラをあしらったり、村おこしに使用するケー

スも出てきている。いわゆる萌え系が日本文化として定着して久しい。

　私が住んでいる知多半島でも、いま〈知多みるく〉という名前の美少女

キャラクターが、若者たち中心に人気を博している。仕掛けたのは、半田

市を拠点として若者のキャリア支援活動をしているＮＰＯ法人『エンドゴ

ール』。若者中心のＮＰＯだけあり、勢いがある。昨年11月末に半田市福

祉フェアがあり、福祉系の団体やボランティア団体、福祉施設に混じって

そのＮＰＯもブースを出していたが、そのＮＰＯのブースだけが異質な存

在として目立っていた。大学生ぐらいの若い女の子たちがメイド服を着た

り、牛の着ぐるみや、アニメの登場人物の衣装を身にまとい、知多みるく

グッズをＰＲ、販売したり、自らの活動の説明に務めていた。

　そのＮＰＯと半田市内の障がい者地域活動支援事業所が手を携えあっ

て、この度「知多みるく」をラベルに使用した瓶詰めのはちみつを発売し

た。「知多みるく」のイラストはプロによるものだが、そのラベルを瓶に

貼る作業を障がい者活動支援事業所に委託しているのである。通常、瓶に

ラベルを貼る作業は1瓶につき0,5円の工賃にしかならない。それを50円

で委託しているのだ。はちみつの価格が１瓶940円だから、原材料や容器

代を除くとこのＮＰＯの収益は限りなくゼロに等しい。

　もともとこのコラボ事業を提案したのは、福祉系の学生さんたちだった

そうである。障がい者の就労賃金を少しでも高め、それにより次に来るべ

き障がいをもつ人たちの労働意欲をも高めようという狙いなのだろうが

…。この融合が末永く続きますよう願わずにはいられない。

萌え系文化は福祉を救えるか？

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



ま漁師の家で飼われているケース

が多く、肉よりも魚の方が手に入

りやすかったためだとも言われて

いる。何世代も飼われ続けている

うちに魚好きになった種族もいな

いとも限らないけれど…。人と共

に暮らすことが彼らにとって幸せ

なのか？　ストレスを感じていな

いか？　という疑問が河野さんの

中には絶えずあるという。しか

し、それも人間関係に絶えずつき

まとっている疑問のように思え

る。友人同士、恋人同士、親子関

係、家族、そしてその地域に住む

住民同士…。自分の周りにいて、

自分と親しくしてくれている人た

ちは、自分との関係性の中でスト

レスを感じていないだろうか…？

　自分はきちんと相手のことを理

解した上で接しているだろうか

…？　

　結局、人と野生生物、人と人、

その親和性を持続させるために

は、双方にとって〈心地よい距離

感と関係性〉が必要なのかも知れ

ない。そしてその双方にとって

〈心地よい距離感と関係性〉と

は、当人同士にしか解らないもの

があるのだ。

　野生生物や自然界の営みを知

り、理解することは、人間をも知

り、理解することでもある。自然

界からみれば人間も他の生物たち

と同じで〈ヒト〉という種族にし

か過ぎないのだから。

　今年に入って最初のゲストは、

ＮＰＯ法人 生態教育センターの河

野慶子さん。河野さんは現在、岐

阜県各務ヶ原市にある〈河川環境

楽園・自然発見館〉で野生生物の

生態を子どもたちにワークショッ

プを通じて教える指導員として勤

務されている。

　ジネンカフェは、真のノーマラ

イゼーションを広める目的で始ま

ったプロジェクトであり、これま

で障がい当事者や福祉系・子育て

支援系のゲストが多かったのだ

が、今年の秋に名古屋で〈生物多

様性条約第10回締約国会議〉が開

かれることに因み、河野さんにゲ

ストをお願いした。ノーマライゼ

ーションと生物多様性、切り口は

社会福祉と環境との分野の違いこ

そあれ、その目指す方向性は同じ

であるといえよう。お話のタイト

ルは、そのまますばりの『となり

の野生生物こんにちは』。

　河野慶子さんは、1973年神奈川

県川崎市の工業地帯に生まれ育っ

た。70年代前半と言えば日本の高

度成長期が終焉を迎えた頃であ

る。とはいうものの、まだまだ鉄

鋼業や造船業などの第二次産業が

栄えていた時代で、公害などとい

う言葉も普通に使われていた覚え

がある。特に工業地帯であった川

崎や四日市の公害訴訟は有名だ。

（因みに乳幼児がかかる「川崎

病」という急性の病気があるが、

それと川崎市とは無関係である）

ジネンカフェ
レポートvol.035

　そのことと関係があるのかない

のか、ご本人は語らなかったけれ

ど、ひとと野生生物の軋轢に関心

をもった河野さんは、ＮＰＯ法人 

生態教育センターで活動をはじ

め、活動1年目で縁あって現在の

勤め先で働くことになった。古い

二軒長屋の一軒を借りて住み始め

たのだが、古家にはムカデやらゲ

ジゲジなどの招かれざる客がよく

姿をみせるものだ。はじめのうち

は嫌な思いをされていた河野さん

だったが、そこは生物の生態に関

心をもつ人だけあってしばらく観

察し、対処法を見いだした。その

ような招かれざる客たちは、隙間

が空いているから姿を現すのであ

り、その隙間を埋めてやれば家の

中には入って来ない。入ってきた

としても、すぐにお引き取り願え

るのだ。

　人に忌み嫌われているハチやカ

ラスや蛾などの対処法も同じで、

相手の習性をよく知り、こちらが

それなりの対応をしていればカラ

スやハチを怒らせて攻撃されるこ

とはないし、人とそれら野生生物

との共存・共生は可能なのだ。こ

れはひと対野生生物という図式だ

けではなく、人間同士の関係性に

も言えることだ。対人関係を円滑

にしてゆくには、先ずは相手を理

解する努力が必要なのである。

　それとは逆に現在ペットとして

人と近しい関係にある犬や猫は、

もともと野生の動物だったオオカ

ミや山猫を、人間が相手の習性を

利用する形で飼い慣らした動物た

ちであり、人間に飼い慣らされる

課程で人々の生活にあうよう、そ

の習性が歪められたり誤解されて

いるのだ。例えば日本では猫とい

えば魚が大好物だと信じられてい

るが、元来彼らは肉食で、たまた

ジネンカフェvol.035
日　時：2010年1月17日(土)
　　　　11:00～15:30
テーマ：となりの野生生物こんにちは
ゲスト：河野慶子さん
　　　　　（NPO法人生態教育センター）

参加費：300円(カフェ代別途)
場　所：くれよんBOX
主催・共催：NPO法人まちの縁側育くみ隊
　　　　　　かたひらかたろう
　　　　　　くれよんBOX

となりの野生生物
こんにちは







まちの縁側MOMOの「おいしい、たのしい、あったかい」ダンランの数々。

ぜひ、ご参加ください。

山田郁子さんの伴奏のもと、
さあ歌いましょう！

童謡からシャンソンまでおなかの
底から声を出して歌いましょう
日　時：2月9日(火)
　　　　10:30～11:30　　
参加費：500円(お茶代込)

ダンボール工作
東区多世代の出会いと交流の居場所づくり事業

2月はプロペラハットを作ります!

日　時：2月18日(木)
　　　　15:30～17:30
講　師：図画工作むらた
材料費：500円

手作り楽しもう会

「ミニスカジーンズをエプロンに･･･」
リサイクルを楽しみましょう！
日　時：2月5日、26日(金)
　　　　 10:00～12:00
参加費：700円(お茶代込)
　　　　＋材料費500円

ごま食堂の月イチ食堂
第2土曜日の夜は・・・

「旬の野菜・豆・雑穀を使った
　　　　　　　　ビストロ料理」
日　時：2月13日(土)
　　　　18:00～22:00　　
料　金：1,500円(別途ドリンク代)

食楽だんらんもも屋
第3土曜日の夜は・・・

日　時：2月20日(土)
　　　　19:00～22:00　　
参加費：1品(お酒or食べ物)持寄り
　　　　※飛入り参加は500円
　　　　※お酒は有料で用意して
　　　　　います

お食事とお菓子MIL
第4土曜日のランチは・・・

「野菜を中心とした
　　　　　　月毎の薬膳ランチ」
日　時：2月27日(土)
　　　　11:00～16:00　　
料　金：800円
　　　　1日20食限定

つどいの広場♪ハーモニー♪
平成21年度なごやつどいの広場助成事業

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　10:30～12:30
　　　　※11:30よりランチタイム
　　　　※お弁当は持参も注文もOK(注文は1個500円)
　　　　※祝日はお休みさせていただきます
参加費：300円/1回（保険料含む）

パソコンなんでもコーナー

パソコン・インターネットに関す
る簡単な質問・相談コーナー!!
日　時：毎週水曜日・金曜日　 
　　　　14:00～17:00
講　師：堀靖郎さん
料　金：500円(お茶代込)



≪きく子さんの

　プリザーブドフラワー＆

　　とっておきのティータイム≫

暮らしを彩るお花とお茶のひとと

きを過ごしませんか?

日　時：2月5日、19日、26日(金)

　　　　13:00～14:00　

講　師：森内きく子さん

内　容：プリザーブドフラワーの

　　　　かわいい作品作りとお話

　　　　：500円

　　　　とっておきのティータイ

　　　　ム：700円

※ハーブティ(高橋美保子さん)＆

　お菓子(林理恵さん)付き

まちの縁側MOMO

愛知県名古屋市東区代官町29-18

柴田ビル1階

アクセス

名古屋地下鉄桜通線車道駅下車①番出口よ

り徒歩10分

名古屋地下鉄東山線新栄町駅下車②番出口

より徒歩10分

問い合わせ先

担当：延藤節子

TEL&FAX：052-936-1717

E-Mail：momo@engawa.ne.jp

≪春を呼ぶ草木染めスカーフ＆

　　　　キッチン手作り小物展≫

下條和子さん＆家坂美朱さんの小

物を展示します。

期　間：2月2日(火)～2月26日(金)

≪笑いとしあわせを羊毛で紡ぐ

　～ティーコゼ作りワークショップ≫

日　時：2月20日(土)、21日(日)

　　　　10:30～17:00

講　師：坂本智琴さん　

参加費：12,000円(材料費・ラン

　　　　チ・お茶お菓子込み)

※ランチはサトーカーコさんの手

　作り弁当　

※お茶とお菓子は林理恵さん
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 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [14:00]
 パソコンコーナー

 建国記念日  臨時休業
 [都市景観賞授賞式]

 [18:00]
 ごま食堂

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:00]
 手作り楽しもう会
 [13:00]プリザー
 ブドフラワーWS
 [14:00]
 パソコンコーナー

 [11:00]
 MIL･Cafe「野菜
 を中心とした月
 毎の薬膳ランチ」

春を呼ぶ草木染めスカーフ＆キッチン手作り小物展
2月2日(火)～2月26日(金)

 [10:30] 山田郁子
さん伴奏のもとに
さあ歌いましょう!

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [15:30]
 ダンボール工作

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [14:00]
 パソコンコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪
「歯と脳のお話」

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [14:00]
 パソコンコーナー

 [10:30]
  笑いとしあわせ
 を羊毛で紡ぐ
 ～ティーコゼ作り
 [19:00]
 もも屋

 [10:30]
  笑いとしあわせ
 を羊毛で紡ぐ
 ～ティーコゼ作り

 [13:00]プリザー
 ブドフラワーWS
 [14:00]
 パソコンコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:00]
 手作り楽しもう会
 [13:00]プリザー
 ブドフラワーWS
 [14:00]
 パソコンコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [14:00]
 パソコンコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪
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OPEN: 火～金 13:00～17:00
OPEN: 土・日イベント開催日



名古屋市都市景観賞

「まちづくり部門」受賞

　このたび、「まちの縁側ＭＯＭ

Ｏ」は、第２３回名古屋市都市景

観賞「まちづくり部門」を受賞い

たしました。

　授賞式は２月１２日（金）です。

「まちの縁側ＭＯＭＯ」は、ＮＰ

Ｏ法人まちの縁側育くみ隊の１つ

のプロジェクト「縁側事業」とし

て２００３年から活動をしていま

す。出会いの「縁」が「輪」にな

って広がり、誰にとっても居心地

のよい地域になることを願って、

人とまちを結ぶ様々な活動を行う

ことを目的としています。

　そして、２００７年５月に現在

の東区代官町に移り、隣接する

「どんぐり広場」も利用しなが

ら、地域と人々の新しい縁をつな

ぎ、異なった価値観から共助の関

"縁側"に行きたくなる
インフォメーションペーパー
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係を創り出し、ゆるやかに地域の

絆を深めていけるよう縁側活動を

続けています。

　平成２１年４月に名古屋市都市

景観に応募しました。第１次・第

２次を通過し、６月終わりに第３

次審査の通知をいただき、第３次

審査通過したのは７団体でした。

　９月、発表のプレゼンに備え、

どのように「まちの縁側ＭＯＭ

O」の活動を伝えられるかを考

え、現在の縁側活動を中心とした

取り組みをパワーポイントにまと

める作業を始めました。発表の制

限時間は８分。ＭＯＭＯの良さ

は、イベントに参加してくださっ

たみなさんの笑顔です。そこで、

ラスト１分には、みなさんの笑顔

写真を♪風になりたい♪にのせて

スライドで紹介することにしました。

　１０月１８日（日）、第３次審

査プレゼンに名古屋都市センター

へ行きました。８分間のプレゼン

を終え、スタッフ一同ほっとする

とともに、「まちの縁側ＭＯＭ

Ｏ」としての役割・目的を再確認

したことを覚えています。そして

１２月２１日、受賞の報告をいた

だきました。

　これもひとえに、ＭＯＭＯの活

動を見守り、参加し、応援してく

ださった皆様のおかげと感謝して

おります。

　今年も皆さんの縁をつなぎ、笑

顔あふれる１年にしたいと思って

いますので、どうぞ「まちの縁側

ＭＯＭO」を引き続きよろしくお

願いいたします。

まちの縁側MOMOの日常

Daily life of MOMO

笑った！回った！「新春　こども達人芸」

平成２２年１月１６日（土）、今年の初イベントとして新春イベント「こ

ども達人芸」を開催しました。

"ＫＯＨＡＲＵ亭たいちろう"こと田中太一朗くんから幕が開きました。演

目「親子酒」の酔っ払っていく様に、客席は大爆笑です。弟"ＫＯＨＡＲ

Ｕ亭けいじろう"こと田中啓二朗くんは、大人顔負けの話術としぐさで本

当に味のある落語「鷺とり」を聞かせてくれました。

次に登場したのが、けん玉の渡辺竜典くん。難しい技を難なくこなし大き

な拍手が沸き起こります。そして、場所をどんぐり公園に移し、"こまば

かトリオ"ではなく"イケメントリオ"の東哲平くん、渡辺大典くん、渡邉啓

太くんの３人が軽快なリズムに合わせてディアボロを披露してくれました。




