つ な が る・ひ ろ が る！
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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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提 言 特 集

ひととまちが活きる！
コミュニティづくりの新方式
「まちづくり」という言葉をよく聞きますが、この
言葉の意味するところは時代によってかなり変
わってきたように感じます。20世紀型まちづくり
は、行政が主導する商店・家屋・道路の補修や公
園の整備など、ハード的意味合いが強いもので
した。しかし、国や地方自治体の財政が厳しくな
るとともに、コミュニティづくりの側面が強くなり
ました。商店街の活性化や広場でのイベント開催
に重心が移っています。2009年に発足した民
主 党 政 権が「コンクリートから人 へ」というス
ローガンを掲げたのも、行政主導から市民参加

提言１

への移行を期待したものと言っていいでしょう。
今回の特集では刻々姿を変え、多様化する
「まちづくり」の新しい潮流をご紹介します。そ
のひとつが「移動」です。移動の確保がまちづく
りの大きな要素であるにもかかわらず、移動の
確保は難しくなっている状況とその対策につい
てです。もうひとつが「人を引き寄せる」場づく
りです。どうすれば人を引き寄せてまちづくり
を活性化させることができるのか、先進事例を
紹介しながら考えます。

ひとの移動が
まちの経済を活かす
住民主導の移動サービスが
地域への波及効果を生む！

高齢者の移動手段の確保が急務となって久しいですが、ここにきて住民主導による移動サービスの取り
組みが各地で始まり、成果を上げています。買い物困難者支援、住民同士のつながり促進はもちろん、
今後は地域経済の活性化などの波及効果が期待されています。
移動が可能です。しかし、高齢になると運転は
難しくなります。また、無理しての運転は事故
につながってしまうのです。
自治体はこうした課題の解決にまったく無策
だったわけではありません。多くの自治体がコ
ミュニティバスやデマンド交通の導入を行って
います。しかしながら、成功事例は少ないのが
実状です。理由はいくつかありますが、行政が
主導する場合、どうしても地域の外出ニーズよ
り公共施設を循環するような路線・停留所を運
行しがちになるため、運行地域、運行回数、運
行時間帯など、需要量に比べて過剰サービスに
陥りやすいことが挙げられます。行政主導でな
く、市民主導で行政や事業者を巻き込む計画・
運行が求められているのです。

自治体主導のコミュニティバスの課題
「だまされた」̶̶昔はニュータウンと呼ば
れた大規模団地などでこの言葉を聞くことが多
くなりました。バス路線があり移動が便利なの
で住まいを決めたのに、バス路線が廃止された
り 減便 になったりして 移動 が 困難 になってし
まった人たちからです。
ニュータウンに限らず、地方では公共交通の
衰退により人々の足の確保が難しくなっていま
す。少子高齢化が進み生産人口が減ると、大量
輸送を前提とした地域交通を維持することが難
しくなります。少なくなった若者は職を求め東
京など大都市に向かいます。これでますます地
方は人口が減り、バス路線の廃止・減便につな
がってしまうのです。車に乗れるうちは、車で
2

住民主導で始まった
｢民官協働｣の乗合バス事業

コミュ二ティバスがコミュニティをつくる

そのような視点に立って成功した事例を２点
挙げます。１つは地域と市が協力して乗合の仕
組みをつくった神奈川県大和市の事例です。交
通課題を感じていた女性数名が中心となって、
かながわ福祉移動サービスネットワーク（移動
の支援に長年取り組んでいる実績あるＮＰＯ法
人）のメンバーや大和市の交通担当職員と話し
合いの場を持ちました。３回のワークショップ
を開催した後、乗合バス運行準備会が立ち上が
りました。最初に声を上げた女性メンバーと自
治会のリーダーを含めた10数名が参加し、組織
的に動き出しました。数日間の試験運行を３回
実施した後、大和市との協働事業として、１日
10便の運行を開始しました。９ｋｍの区間を１
日18便運行しています。運行管理、運転、添乗
をすべて住民が担い、大和市は車両を無償貸与
しています。10人のワゴン車（運転者、添乗者、
利用者8人乗り）です。ボランティアによる無
償運送ですので、道路運送法上の登録や許可を
要しません。経費は９自治会に属する各世帯か
らの協力金と、個人による賛同支援金、バザー
などの収益で賄っています。この事業をつくり
だす過程でさまざまな波及効果があったようで
す。それこそがまさに「まちづくり」なのです。

地域と市の協働で始
まった大 和 市ののり
あい事業

実績とその効果
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もう1つは横浜市港北区菊名の取り組みです。
山坂が多いこの地域では移動の困難を抱える住
民が多かったのですが、その課題の解決のため、
コミュニティバスの導入を目指すことになりま
した。有志により「コミバス市民の会」を結成
し、３回の試験運行を経た後、大和市と同様に
運行管理、運転、添乗をすべて住民が行ってい
ます。車両は地域の住民の好意により無償で借
りたものです。目指したのは、少子高齢化社会
における高齢者・障がい者などの移動サービス
を含めた福祉的機能、子育て支援的機能、地元
商店街の活性化などを含む地域の活性化などで
あり、交通政策、都市政策・まちづくりのなか
でコミュニティバスを位置づけていく必要性が
再確認されたとのことです。
「コミュ二ティバ
スがコミュニティをつくる、コミュニティがコ
ミュ二ティバスをつくる」ということです。
２つの事例から見えてくるのは、地域の住民
が自ら移動の手段をつくり、守り、育てている
ということの大切さ。これこそがまさに ｢まち
づくり｣ です。

人が動けば、それだけお金も動く
もちろん、国 もさまざまな 取 り 組 みをして
います。今後 の 地域 での 足 の 確保 に 大 きな 助
けになると 期待 されているのが 社会福祉法人
です。2016年３月31日、社会福祉法が改正され、
「地域における公益的な取り組みを実施する責
務」 が 明記 されました。無料 または 低額 の 料
金 で 福祉 サービスを 提供 することを 社会福祉
法人 の 責務 としたのです。 この 福祉 サービス
にはさまざまな 可能性 があります。移動支援
もその1つです。
神奈川県逗子市では、社会福祉法人白鴎が運
営 する 特別養護老人 ホーム 逗子清寿苑 がデイ
サービスの空き車両を活用し、地元２自治会と
連携して週に２回、スーパーから自宅まで送る
運行サービスを行っています。車がスーパーか
ら発車する時間が近づくと、その旨を知らせる
店内アナウンスが流れます。運転は逗子清寿苑
の非常勤職員が担当していますが、実は自治会
の事務員が臨時雇用契約で社会福祉法人の職員
扱いになることが可能なのです。このような取
り組みは今後増えてくると思います。

また、移動手段 を 確保 することは、経済的
にもメリットが 期待 できます。移動 の 確保 は
住民 の 社会参加 を 促 すからです。 これまでの
研究 では、趣味関係 のグループへの 参加割合
が 高 いほど 高齢者 うつの 発症率 が 低 い 傾向 に
あり、 ボランティアグループ 等 の 地域組織 へ
の 参加割合 が 高 い 地域 ほど、認知度 リスクを
有 する 後期高齢者 の 割合 が 少 ないといった 相
関 が 認 められています。 このことは 医療費 の
削減等 の 経済的効果 にもつながります。人 が
動けば、それだけお金も動き、地域経済が回っ
ていくことになるのです。

スを提供するときの大きな課題は、運転手に対
価を払うと道路運送法により登録もしくは許可
が必要になることです。そのため住民による移
動 サービスでは、 ほとんどの 運転手 がボラン
ティアです。しかしながら、換金性がなく、ボ
ランタリーなサービスを相互に提供しあう手段
としての地域通貨を利用すれば許可等を要しま
せん。栃木県那須町では住民相互扶助のための
ＮＰＯ法人が地域通貨「あさひ」の開設を計画
しています。地域通貨「あさひ」は会員のボラ
ンタリーなサービスを交換するための手段です。
会員は食事づくりなら３００あさひ、パソコン
指導なら１時間５００あさひ、というように自
分が提供できるサービスを「あさひ」で提供し
ます。移動もこの仕組みで行います。移動サー
ビスを受けた人がドライバーに「あさひ」で払
うのです。また、この地域通貨「あさひ」は、
同じく当協会のメンバーが中心のプロジェクト
「那須まちづくり広場」
（廃校となった旧朝日小
学校を活用してまちづくりを進めるプロジェク
ト）にあるマルシェやカフェでも使うことがで
き、地域の経済にも貢献しています。このよう
な事例も今後は増えていくでしょう。
移動 の 確保 は 生活 の 基盤 であり、地域経済
「那須まちづくり広場」
にも寄与するものです。
は 住民相互扶助 のための ＮＰＯ法人 と 連携 し
て 移動 の 確保 と 住民相互扶助 の 推進、 ひいて
は 地域経済 の 活性化 に 取 り 組 んでいきます。
このような 動 きがまちづくりの 新 しい 潮流 の
１つ目です。

社会福祉法人白鴎の公益活動として始まった買物支援

地域通貨を活用し、さらなるサービスの
普及を
一方、直接地域の経済を活性化させる試みも
始まろうとしています。住民主体で移動サービ

提言 2

ひとに能動的な活動を
促す場づくり

下町の活気あふれる地域活動拠点
「喫茶ランドリー」の発想に学ぶ

「マイパブリック」の精神と「グランドレベル」の重要性とは？ オープン後、３ヶ月あまりで地域の人た
ちを呼び寄せ、自主的な活動を生む場として賑わう新たな地域拠点の取り組みを取材してきました。
店の形態は、近年各地で開設されているコイ
ンランドリー内にカフェスペースを設けた「ラ
ンドリーカフェ」です。築55年の空きビルの１
（100㎡）
階スペース
をリノベし、今年１月にオー
。建築分野
のライター、コミュニケーター
プン

小さなまちそのものの店内
倉庫会社や町工場が集まる東京都墨田区で、
「喫茶ランドリー」
という名の一風変わった 場
話題
が
になっています。
4

として活躍してきた田中元子さんが、「１階は
まちづくり」をモットーに2016年に設立した株
式会社グランドレベルが運営を行っています。
ご主人で共同運営者の大西正紀さんも建築家です。
通り側に２つの喫茶スペース（計20席）があ
り、若いカップルや近隣企業の従業員なども訪
れます。ガラス扉で仕切られた奥の家事室には、
３台の高機能洗濯・乾燥機と作業台を設置し、
アイロン、ミシンなどを常備。住民同士の会話
や協働作業の場として賑わっています。中央レ
ジ脇の会社事務所を兼ねた大きなテーブル席は、
会議などに利用されています。

けではなく、利用目的が異なる多種多様な人間
が違和感なくひとつの空間に同居し、自然と会
話が生まれる雰囲気は、まさに小さなまちその
ものです。

個人が能動的に社会と関わる
「マイパブリック」の精神
「あまねく人に来てもらうため」にはどうし
たらいいか？ 店のオープンにあたり、田中さ
んはまずそのことを考えたと言います。公民館
や貸し会議室の多くが用途を限定し、自ら利用
者層を狭めて敷居を高くしている現状にかねて
から疑問を抱いていたからです。
「公共の施設では、入り口１つにしても『エ
ントランス・ロビー』と名付けたりします。そ
の時点で利用者は身構えてしまう。それならば、
自分たちでもっと開かれた場所をつくろうと。
コペンハーゲンでランドリーカフェを目にした
とき、『ランドリーを置くだけでこんなに開か
れた空間になるんだ』という驚きがあり、その
ときのイメージが 頭 の 中 にありました。『 カ
フェ』では利用者を限定しがちです。世代を超
えて雑多な人たちが集まるには『喫茶』の方が
いいと思い、『喫茶ランドリー』としました」
現在、多くの飲食産業では、ターゲットを定
め顧客ニーズに合わせた商売が当たり前になっ
ています。田中さんの考える事業理念は、そう
したマーケティングに比重を置いたビジネスと
は真逆のベクトルを向いています。
「ターゲットを絞る商売にはまったく興味が
ありません。大切なのは、ここに来てくれるお
客さんをいかに私たちが許容し、お客さんたち
が能動的にこの場を使って活動することを応援
『お
していくかということ。私がやりたいのは、
客さん一人ひとりの能動性が気持ちよく入って
くる器』のようなものをつくることです」
開店にあたって、田中さんは面白い試みを行
いました。「パーソナル屋台」（田中さんが実験
的に都内各所で展開してきた1人屋台活動）を
置き、近所の人たちに連日無料でコーヒーをふ
るまったのです。ランドリーも当初は無料で開
放しました。ＰＲのためだけではありません。
「対価を求めないことで、仕事では得られない
自然な会話がお客さんとの間で生まれ、地域と
接続しているという安心感が生まれます。お金
に縛られないので、私のほうに提供する自由、

ミシンやアイロンが常備された家事室（ランドリースペース）。
洗濯・乾燥＋コーヒーセットは980円。代行サービスもある

店舗奥が会社の事務所

４つのスペースは、レンタルスペースとして
自由に利用可能で（1時間：1,500円〜 22,000円）
、
近隣のママさんたちのパンづくり会、地元企業
の勉強会ほか、ワークショップ、トークイベン
トなども頻繁に開催。パンづくり会では昼食に
来ていたサラリーマンやＯＬにパンを振る舞い、
ミシン勉強会は「ミシンウィーク」と題した地
域イベントに発展しました。いまや高齢者、単
身者、主婦、子供らの地域生活者に近隣の会社
従業員らも加わって世代・職業を超えた出会い
の場となり、利用者の能動的な活動を生んでい
ます（３カ月で奇跡的な成果を生んだ取り組み
の 詳 細 は、https://note.mu/masakimosaki/n/
。単に「ランドリー」
（生
n7ﬀ69f4a3067を参照）
活）＋「喫茶」
（飲食）の組み合わせというだ
5

主導権があるともいえるので、楽しんでできる
んです」
実際、多くの人が店に興味を持ち、地域の人
との会話を通してさまざまな情報が得られたと
言います。
義務感に縛られないこと――。これが田中さ
んの考えの根本にあるものです。共同運営者の
大西さんと行う市民や学生向けのワークショップ
『パーソナル屋台を妄想する』では、参加者が
それぞれの構想を発表するにあたり、「社会の
ため」「ひとのため」という目的を定めないこ
とを条件にしています。「『地域の問題解決のた
め』となると義務感に縛られます。社会と向き
合うという意識を持ってもらうことは大事です
が、それにはまず、自分が楽しめるものをやる
ことが何より大切」という考えが前提にありま
す。田中さんはそれを、個人が能動的に公共の
場 と 関 わるという 意味 で、「 マイパブリック 」
と表現します。「喫茶ランドリー」は、田中さ
ん自身の「マイパブリック」を実現し、同時に
参加するお客さ
んが「マイパブ
リック」を展開
する場でもある
のです。

には周辺の環境とからまることのできるのりし
ろが必要だと説きました。田中さんらも同様に、
空間に「からまりしろ」に似たのりしろ＝導線
を幾つも引くことで、そこを訪れるお客さんと
の関係性が広がると考えています。たとえば、
ランドリー・スペースにミシンを置くことで裁
縫の話題で話が盛り上がる。オモチャを置けば
子供がそれを使って遊ぶ。店内に並べられた建
築関係の書籍を通して、建築に興味のあるお客
さんとのつながりが生まれることもあったそう
です。
「導線を通して私たちや見知らぬお客さん同
士で会話が生れ、能動的な活動に発展したり。
それがまた新たな導線につながっていく。導線
とはそういうものです」

「ひとの目線の高さ」に重点を置いた
拠点づくり
もう１つ、ひとが能動的に集まり、地域を活
性化させる拠点づくりのポイントとして、「グ
ランドレベル」という言葉を田中さんは強調し
ます。道行く人の目線の高さを意味する「グラ
ンドレベル」、つまり「プライベート」と「パ
ブリック」の交差点となる1階に活動スペース
を置くことが、拠点づくりには極めて重要だと
言います。
「
『何だろう？』と興味を持って入ってきても
らうためには、ビルの上階や地下では意味があ
りません。まちの活性化にはひとが活き活きと
活動している光景が外から視認できるようなロ
ケーションが大事なんです」
「マイパブリック」
「グランドレベル」
の活用と
の精神――環境がひとを動かし、ひとが動くこ
とで絶えず環境が脈動するというその哲学には、
多くの学ぶべき点があります。

運営者の田中元子さんと
共同運営者の大西正紀さ
ん。田中さんは自身の活
動を記した書籍『マイパ
ブリックとグランドレベ
ル――今日からはじめる
まちづくり』
（晶文社）
を昨年12月に上梓

重要なのは会話を促す仕掛けづくり
また、「お客さん一人ひとりの能動性が気持
ちよく入ってくる器」であるためには、
無駄にコンセプチュアルな空間をつく
ることに対しても異を唱えます。しか
しそれは、公共のハコモノの多くがそ
うであるように、空間を白紙の状態の
ままで提供するという意味ではありま
せん。
田中・大西夫妻 が 考 える「器」 は、
建築家の平田晃久氏が提唱した「から
まりしろ」に似た概念が軸になってい
ます。平田氏はかつて、空間や建築物

喫茶ランドリー／住所：東京都墨田区千歳2-6-9 イマケンビル１
http://kissalaundry.com/
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トピックス

「那須まちづくり広場」が始まりました
4月27日、栃木県那須町で廃校となっていた
旧朝日小学校が、新たなコミュニティ活動の場
として生れ変わりました。たくさんの人々が、豊
かに、楽しく、のびのびと暮らすために、やって
みたいことがある人、誰かとつながりたい人、
もっと学びたい人、元気をもらいたい人たちが
気軽に集まれる場所が「那須まちづくり広場」
です。那須町「生涯活躍のまちづくり」事業の核
として始まった「那須まちづくり広場―旧朝日
小学校再生プロジェクト」の取り組み、成果、今
後の活動予定等を報告します。
地域では自然食レストランがいくつも営業して
いますが、自然食の調味料が手に入りにくく、
遠方まで買いに行ったりされているとのことで、
多品目の自然食品を扱うことにしました。また
多くのアーティストの方が、発表の場が限られ
ているとのことで、常時展示の「アートギャラ
リー」を設けました。

仕事創出、文化創造の発信、
そして多様な人々の交流の場
ゆいま〜る那須が開設して６年目の2016年、
ゆいま〜る那須の近くの小学校が廃校になりま
した。廃校の再活用の公募を知ったとき、那須
100年コミュニティ構想を広げるチャンスと思
い、応募しました。新たなコミュニティの拠点
ができるのではないかと考えたのです。そこで
生涯活躍のまちづくりをテーマに応募したとこ
ろ、１位当選となり「那須まちづくり広場」の
企画が始まりました。
「生涯活躍 のまちづくり 」 がテーマであり、
小学校だったところですから、継続的な学びと
地域交流の場所とするのは必須と考えました。
そして仕事創出の場であり、文化創造発信の場、
多様 な 人々 の 交流 の 場 にしたいという 思 いを
「つながる ＆ ひろがる 人・仕事・文化 生涯
活躍のまちへ」と表現しました。
企画は、口コミで広がり、当初、考えていた
よりも早く多様で多彩な方々との多くの出会い
があり、新しいコミュニティの拠点、交流の場
所を待ち望んでいる方が多数いることを実感。
新しいコミュニティが実施可能であることを確
信しました。そこで、関わってくださる方々の
受け皿をつくり、そして今ある課題を解決して
いくことに徹していこうと考えました。

カフェで使われる食器たちも、皆さんから頂きました

小学校の跡地であることから生涯学習の学び
の場所であることが「那須まちづくり広場」の
１つの柱です。楽しく学ぶ場所という思いで「楽
」と名付けました。来る６月16日
校（がっこう）
には、高齢社会をよくする女の会代表の樋口恵
子さんをお招きし「人生100年時代 学び続ける
ためのヒント！」という講演会を開催します。
さらに那須町をよくしようと長年、多様な活
動を継続している那須高原クロスロード振興会
のメンバー、近藤江美子さんが那須地域のアー
ティストと連携しながらアート教室を運営しま
す。他にも、まちづくり、子育て、地域包括ケ
ア、仕事づくり、環境などをテーマに多世代で
継続的に学び実践する講座を準備しています。
皆様からのアイデアもお寄せいただきたいです。

「生涯学習の学びの場所」づくりも
柱の１つ
例えば近隣にはお店が少ないため、コミュニ
ティカフェ「ここ」と地元の新鮮野菜や自然食
品を販売する「あや市場」を設けました。那須
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ラント（障がい者の働く場。那須100年コミュニ
ティ構想のメンバー NTTデーターだいち）やコ
ミュニティネットワーク協会が当初から地域に
必要と考えていたよろず相談所が、看護師、社
会福祉士、管理栄養士、地域プロデューサーな
ど専門家の無料相談で始まります。安心安全な
地域の食卓を目指す「らくらく食卓センター」
、
就労継続支援事業である「らくサポ那須支所
、SOHO事務所、卓球室、写真展
共生の居場所」
示室、手仕事工房などがオープンとともに動き
出し、多彩多様な人々が、旧朝日小学校を新た
に生き返らせました。

音楽会、人形劇の公演
統合医療の社会モデルの推進も
音楽室 だった ２階 の 教室 は「音楽工房LaLa
らうむ」となり、ゆいま〜る那須で定期的（今
年５月で18回となります）にボランティアで回
想法として音楽を届けてくださっているパイプ
オルガン奏者であり音楽療法士の米澤陽子さん
とパートナーの鏑木孝昭さんが運営する場所と
なります。旧朝日小学校から引き継いだグラン
ドピアノに加え、パイプオルガン、チェンバロ
など貴重な楽器とともに古い音楽資料が展示さ
れ、ときどき音楽会を開催します。

就労継続支援事業である「らくサポ那須支部

共生の居場所」

6月16日に「音楽工房LaLaらうむ」にて「歌声広場」を開催予定。
写真は４月20日、那須塩原市「Gallery Barm」での「歌声広場」の模様

ゆいま〜る那須の取材を通じて「那須まちづ
くり広場」を知った作家の久田恵さんはゆいま
〜る那須に入居を決めるとともに長年東京の自
宅で開いていた人形劇の拠点を持ってきてくれ
「パペレッタ・カンパニー」
ることになりました。
として、人形や舞台の資料を常設展示するほか、
音楽人形劇の公演も行います。
２年前より統合医療の普及を目指して活動し
ていたメンバーが「こころと体の健康室」を開
きます。昨年10月から３月まで、那須文化セン
ターを会場に地域おこし協力隊の星野瑞季さん
が開催した「統合医療ってなあに？」と題した
連続セミナーで講師を務めた方々でもあります。
鍼灸・あんまマッサージ・指圧・アーユルベー
ダ・和みのヨーガなどで、健康促進の手伝いを
することでスタートし、統合医療の社会モデル
を進めていきます。

古い布に新しい命を吹き込む古着リメイクと一閑張り工房
「K workshop藍」

今後は介護重視型のサービス付き高齢者向け
住宅、
多世代のシェアハウス、
障がい者のグルー
プホームの開設も予定されています。
旧朝日小学校は那須町の北部にあり、人口減少
とともに公共バスの運行がなくなりました。交通網
は暮らしと経済の要です。那須高原クロスロード
振興会（デマンド交通部会）がこの課題に取り組
みます。近くにトーカン那須別荘があり100世帯く
らいの方が定住されています。ゆいま〜る那須の
70世帯と合わせると過疎地でありながらまとまって
住んでいる地域となります。生活支援の送迎の仕
組みをNPOの運営で地域に拡大し適用できないか
という試みをスタートさせます。

今後は多世代型シェアハウス、
障がい者のグループホーム開設も予定
その他、６次産業推進では森林ノ牧場（那須
100年コミュニティ構想のメンバー）のミルクプ
8

T O P I C S
様な、多世代の人々が集まり、つながり、ひろ
がる場所として動き始めました。今後は那須町
や周辺地域が「生涯活躍のまち」となるよう地
域の活性化に貢献できる場所にしていきたいと
思います。そのためにも多くの方々の知恵と力
をお貸しいただきたいと願っています。このよ
うな「民官連携」で行う新しいまちづくりが全
国各地の地域プロデューサーによって実践でき
る事例にしていきます。多様な人々が豊かに暮
らすために気軽に集う場所として息づいていく
ためにぜひお立ち寄りいただきたいです。
なお、｢那 須まちづくり広 場｣ のホームページ
（https://nasuhiroba.com/）が4月26日からスター
トしています。

「民官連携」の新しいまちづくりの
実践事例として期待
さて、オープンまでの準備期間には花壇づく
りやペンキ塗り、清掃など、多くの方々、小学
生から高齢の方までお手伝いいただきました。
３世代が朝日小学校を卒業したという方も多く
いらっしゃいました。建物内をあちこち写真を
撮っている方に伺うと、彼女も朝日小学校の卒
業生で、友人もみな、どんなところになるのか
気にしているので写真を撮って見せるのだと話
してくれました。
長年にわたり地元の小学校として、子どもた
ちの歓声が響いていた旧朝日小学校が新たに多

ボランティアの方々による校舎前の花壇づくり

昇降口にある下駄箱のペンキ塗り。
多くの方のご参加をいただきました

テナント募集中
31.5 ㎡～63 ㎡、1.７万円～3 万円（外税）
SOHO は、机とキャビネット 1 つ月額 5,000 円
その他、管理費・保証金あり。
◎詳細は下記にお問合せ下さい
卓球台が 3 台、
一台につき半日 500 円

2 階 一般教室
2 階 映像教室
1 階 アート教室

音楽人形劇、パペレッタの舞台や資
料を常設展示します。
移動用人形劇舞台や野外舞台で、
楽しい人形劇の公演もします。

グランドピアノに、チェンバロや、
歴史ある楽器。
音楽資料の展示と、不定期です
が音楽会を開催。

空いている時は、貸会議室となります。

午前：750 円（外税）
午後＆夜間：1,000 円（外税）
障害者と共同しミルクバーの
製造をします。
地域の乳製品の加工拠点を
目指します。

鍼灸、あんま マッサージ指圧、
アーユルヴェーダ、和みのヨーガなど健
康づくりのお手伝いをしていきます。

映画を題材にした講座を
開催します。
起業したい方を支援するための
共同事務所です。
那須まちづくり広場の事務所はこ
ちらです。
地元の新鮮野菜や、自然食品
を販売します。
試食してもらいながら、お話が
できる店舗にします。

よろず相談所 予約してください
高齢者住宅情報センター
生涯活躍の町 移住促進センター

困っている人をお助けする
ボランティア活動（ガソリン代補填）です。
サポータ登録募集中、週 2 回サロンを
開きます。

連絡先：０２８７－７４－３４３４（月～金 10 時～17 時） メール：nasuhiroba@yahoo.co.jp
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那須在住の芸術家が、表現アート
セラピー教室を開催します。
５月から始まります。こうご期待。

特徴のある本、絵本のあるカフェです。
小箱ショップもあります。
メニューは、あや市場で販売している、
自然食を使います。

安心安全の食卓を目指し高齢者
世帯を中心に配食を行います

グループハウスでの

看取り

残された俳句が物語る
田中俊子さん
（享年96）
の
「尊厳ある生活」
と
「旅立ちの日」
俳句をこよなく愛し、自身の心情を多くの作品に託し、昨年12月に96歳でグ
ループハウス聖ヶ丘
（東京都多摩市）の自室で旅立たれた田中俊子さん。残され
た俳句とともに、入居から看取りまで４年５カ月間の田中さんとの日常を振り
返ってみたいと思います。
執筆●野中直美（グループハウス聖ヶ丘）

枯芝や

柔らかに猫うづくまる

春眠や

われ呼ぶ母の気配して

足腰 が 弱 り、長 い 時間歩 くことができなく

なってからも、リハビリで歩行練習をするかた
わら、車いすで散歩に出かけました。

田中俊子さんがゆいま〜る聖ヶ丘のグループ

ハウスに入居されたのは、2013年7月。91歳の
ときでした。
文京区にお住まいだったときにお母さまをお
看取りになり、その後、従弟のそばがいいとい

うことで、2002年に多摩市に住んでおられた従
弟の家のお近くに住まいを得て、お一人暮らし

をされていました。花を愛で、猫を可愛がり、

聖ヶ丘商店街を車椅子にて散歩される田中さん

悠々自適の生活をされていました。

ただ、年齢を重ねるなかで、ご自宅で転倒し

また、グルメ嗜好で食べることが大好きだっ

怪我をされたのを機に私たちのグループハウス

たこともあって、硬いものを食べるのが苦手に

に入居されました。直ぐにグループハウスの生

なって以降も「鰻が食べたい！」と言って柔ら

活に馴染まれ、ご自身で食事の用意や掃除をさ

かな鰻を買ってきてもらい、食の楽しみを大切

れたりと、なんでもご自分で決められ、ご自宅

にしていました。

におられたときと同じような生活をおくられて
いました。ちょっと大変と思われることだけ、
私たちがお手伝いしました。

お花が好きだった田中さんは、散歩に行かれ
るたびに歩道沿いに咲いている花々を目を細め
てご 覧 になっていました。 近 くのコミュニ
ティーセンター「ひじり館」前にあった「クリ
スマスローズ」が特にお気に入りでした。散歩
の途中で知り合った、パピヨンの小太郎くんに
会うのを楽しみに散歩を続けていました。

グループハウスのリビングにて柔らか食の鰻を召し上がる
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外来語

さんにご挨拶をされていた田中さんの姿が思い出

辞書引いてをり秋の暮

されます。

お 若 いときは 主婦 の 友社 で 編集 のお 仕事 を

生かされて
今年去年

されていて、退職 されたときは 副編集長 だっ
たそうです。職業柄 なのかご 本 が 大好 きで、

ゐる身と知りぬ

新聞の広告を見ては「この本が読みたいの」と、
近 くの 聖 ヶ 丘商店街 にあった 本屋 さんに 取 り

2017年になると体調を崩されることが増え、そ

寄せてもらっていました。

晩涼の

のたびにご家族、医師、看護師、ケアマネジャー、
ヘルパーステーション管理者、そして私たちス

坂の人出の駿河台

タッフが集まり、担当者会議を行いました。
「最期までゆいま〜るで」
田中さんのご希望は

かつての 職場 の 仝僚 の 方 がお 亡 くなりにな

とのことでしたので、訪問看護を24時間の契約

り、「『偲ぶ会』があるので付き添って欲しい」

にしたり、訪問ヘルパーの回数を増やしたりと、

と言われたのは、2014年9月でした。そのとき

状況に応じてその都度変更しました。もちろん

はすでに、車 いすをお 使 いになっていました

体調に変化があったときには、主治医に指示を

が、喪服 も 新調 され、神田 の 学士会館 までタ

仰ぎ対応しました。

クシーに 乗 って 参加 されました。会 に 参加 さ

お看取りの時期になると、夜勤者に加え、万

れた 方 たちは、田中 さんが 来 られたというこ

が一のときに備えスタッフが宿直として泊まり

とで 驚 き、 またとても 喜 んでいらっしゃいま

込みました。田中さんは最期まで諦めない方で

した。田中さんもこのときばかりは、職業人と

した。食が細くなり飲み込みが難しくなっては

していつもとは違う顔をされていました。

いたものの、柔らかいメニューを、一口、二口

句に生きて

とゆっくり召し上がっていました。

賜る力朴の花

2017年12月14日9時30分。老衰 のため、４年
５カ月を過ごしたご自分の部屋で永眠されまし

田中さんは俳句に造詣が深く、職場の人に誘

た。96歳でした。

われて昭和を代表する俳人・中村汀女に師事さ

最期の最後まで、ご自宅と同じように過ごさ

れていたこともあったそうです。2016年には従

れ、ご希望通りに尊厳を守られて、お亡くなり

『晩涼
弟の関さんのご尽力で一冊の本を出版、

になりました。その日、親交のあった入居者や

の坂』という句集です。「晩涼」とは、暑中の

ゆいま〜る聖ヶ丘のスタッフが集まり、最後の

宵の涼しさのことで、夏の季語です。

お別れをしました。

同年12月5日には、グルー

プハウスで出版記念パー
ティーを開催いたしました。
編纂をされた従弟の関さんを

はじめ、親交のある入居者、
ヘルパーさん、そしてスタッ
フ と 総 勢24名 が 参 加 し て、
ケーキと紅茶でお祝いいたし
ました。本当に嬉しそうに皆

田中さんの句集『晩涼の坂』
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グループハウスで開催された出版記念パーティにて
（2016年12月5日）

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

〜新終活学校 高齢期は自立のとき。〜
自分らしい暮らしの実現って？ 親しい人に囲まれて、楽しく、自分らしく、
自由な暮らしがしたい。老いが進んでも手厚いサービスが受けられる、看取
りや身辺整理も 託すことができる、安心した暮らしがしたい…。もし100歳ま
で生きるとしたら、高齢期は自立のとき。自分らしい暮らしの充実の準備を
今から始めましょう。
■特別セミナー
「良くわかる！ 成年後見制度 成年後見の受任事例から」
成年後見制度は、認知症などによる判断能力の低下や、意思の決定に
問題が生じた場合、本人に代わって契約行為や財産管理など生活を支
援するしくみです。2000年４月に介護保険制度とともに始まった制度です
が、高齢期 の暮らしを考える上で知っておきたいテーマです。
●日時：5月16日（水）13:30〜15:00
●場所：高齢者住宅情報センター東京
●定員：15名
●参加費：500円
●講師：吉利浩美弁護士（虎ノ門法律経済事務所）
■連続セミナー
「あなたのこれからの10年を考える。 暮らしの不安材料を減らすには？」
●日時：6月14日（木）13:30〜15:00
「高齢者住宅選びに必要な基礎知識―安心して終の棲家を決めるために」
●日時：7月10日（火）13:30〜15:00
＊いずれも
●場所：高齢者住宅情報センター東京
●定員：各回15名
●参加費：500円
●講師：久須美則子（高齢者住宅情報センター東京センター長）

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ

■基礎セミナー
「今から学ぶ高齢者住宅の基礎知識」
新聞広告やチラシで目にする高齢者住宅のオープン情報ですが、その内
容や種類は様々で迷う原因になっています。一度知識を整理して住まい
探しの参考にしましょう。
●日時：5月29日（火）／6月25日（月） いずれも14:00〜15:30
●場所：高齢者住宅情報センター大阪
●参加費：500円（要予約・定員20名）
●講師：藤原真悟（高齢者住宅情報センター相談員）
「ゆいま〜る合葬墓｣説明会
最近、
高齢者住宅とともに永代供養ができるお墓の相談も増えています。当
協会では神戸市北区に宗派を問わない合葬墓を建立し、年１回の合同供
養祭を開催しています。
ご興味のある方はいらしてください。
●日時：5月29日（火）／ 6月25日（月） いずれも13:30〜14:00
●参加費：無料（要予約・定員20名）
●場所：高齢者住宅情報センター大阪
■特別セミナー
「どっちがいいの?!『介護付』
と
『住宅型』
や
『サ高住』
のサービスの違い」
介護付有料老人ホームで使われる介護保険サービスと、住宅型有料老
人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）で使われる介護保
険は異なります。この違いが利用者や家族に分かりにくく、とかく費用だ
けで判断しがちです。その実態や特徴を介護業界で長年の経験を持たれ
る廣瀬さんに紐解いていただきます。
●日時：6月15日（金）14:00〜15:30
●場所：高齢者住宅情報センター大阪
●参加費：500円（要予約・定員20名）
●講師：廣瀬秀毅さん（㈱シニアスタイル代表取締役）
■奈良『吉野』
のゆいま〜るを考える会③
近鉄奈良吉野線下市口駅近くで環境の良さを求める元気な方向けに、
「低価格で豊かな住み心地」を実現しようと勉強会が開催されています。
4月には現地見学会も開催しました。今回は「日々の生活」の焦点を置き、
どんな暮らしが可能なのか話し合います。
●日時：6月22日（金）14:00〜15:30
●場所：高齢者住宅情報センター大阪
●参加費：無料（要予約・定員20名）
●進行役：伴 年晶さん（いえしえん代表）

生涯活躍のまち移住促進センターからのお知らせ

■移住促進センター・高齢者住宅情報センター共催連続セミナー
「失敗しない高齢者住宅の選び方」
●日程：5月19日（土）
「1,000万円台で暮らせる高齢者住宅」
●日程：6月16日（土）
＊いずれも
●講師：久須美則子
（高齢者住宅情報センター東京センター長）
■山梨県都留市「第11回生涯活躍のまち・つるをつくる会
つる知るツアーin都留市」参加者募集
「失敗しない高齢者住宅の選び方」
●日程：5月21日（月）
●スケジュール概要
大月駅11:00集合／サービス付き高齢者向け住宅予定地及び下谷
交流センター見学／昼食／都留市内及び近隣市内見学／北口本
宮冨士浅間神社（富士吉田市）参拝／移住コンシェルジュとの懇
談／大月駅15:50解散
※要予約、
参加費無料、
昼食代実費
（1,000円程度）
ご用意ください。
●お申込・問合せ：03-6256-0570
■生涯活躍のまちをつくる会
「佐久市生涯活躍のまちをつくる会」
●日程：5月12日（土）／6月17日（日）／7月14日（土）
「都留市生涯活躍のまち・つるをつくる会」
●日時：6月20日（水）／7月20日（金）いずれも13:30〜15:00
「秩父市をつくる会」
●日程：7月14日（土）
■佐久暮らしセミナー
●日程：7月21日（土）

■「ゆいま〜る那須２」をつくる会

ゆいま〜る那須から車で７分のところに那須まちづくり広場（旧朝日小学
校跡地利用）
が開設しました。よろず相談所、
コミュニティカフェ
「ここ」、
あ
や市場、音楽室、人形劇団、工房などが並んでいます。開講記念として樋
口恵子さんに「人生100年 学び続けるためのヒント！」
を講演していただ
きます。つくる会に参加して、那須まちづくり広場を見学、講演を聴く…とい
う盛りだくさんの会です。
●日時：6月16日（土）
「ここ」
で食事
（実費）
11：10〜12：30：那須２をつくる会コミュニティカフェ
12：30〜13：20：那須まちづくり広場見学
13：30〜16：00：講演会（参加費1.000円）
※ゆいま〜る那須を見学、体験利用したい方は予約時にお申し出ください。
編集だより
子供の頃、政治にかかわると金がかかって家がつぶれると教わった。
小学校で大人になったら社会のお役に立てるよう勉強しなさいとも。
そんなことを改めて思い出してしまうこの頃。せめて、私だけは平和
に暮らしたい。こんな風に考えてしまう時はとても危険。地域コミュ
ニティがとても大切な時です。（近山恵子）
つながる・ひろがる！100年コミュニティ
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