ち

と名
佐竹台スマイルプロジェクトは、
「さたけん家」
付けたコミュニティカフェを拠点に、
地域の子どもから
高齢の方まで、
様々な人の居場所をつくる活動です。こ
のプロジェクトは、
代表である私の思いと、
周りの方々
の協力によって作られました。ここまでの取り組みに
なったのは、その思いを、
私以外の人たちに共感しても
らえたことが理由だと思います。

これまでの活動をまとめ、
振り返ろうと思ったのは、
「人が暮らすまちには、さたけん家のような場所が必要
だ」
と思えるエピソードが次々と生まれる場面や、
温か
な時間が育まれる場面を、
目の当たりにしてきたからで

す。とはいえ、
決して順風満帆なわけではありません。
居場所を維持していくための、
最低限の経費は捻出し続
けなければなりません。そして、
私たちが行っていきた
い福祉的な活動は、
収益を生むものではないため、やり
たいことのすべてを行えているわけでもありません。こ
れからもこの問題を解決していくためには、
様々な努力
が求められることでしょう。
しかしながら、
「場所か家賃の補助さえあれば、コ
ミュニティに必要な居場所は作れる」
という仮説の実証
はできました。それは、
住民と自治体、
企業や地域など
が協働することで、
居場所は作れるということを意味し
ます。自分たちのまちにこのような場所を作りたいと
思った皆さん、それを応援したいと思った皆さん、
経験
もお金も地縁もなかった私ができたことです。ぜひあ
なたのまちにも、
素敵な居場所を作ってください。私た
ちも、より様々な人を包み込む、まちづくりを目指し
ていきたいと思います。
佐竹台スマイルプロジェクト代表
水木千代美

02

03

コミュニティカフェ
「さたけん家」
さたけん家は、１９６２年にまちびら
きした千里ニュータウンの佐竹台に初め
てできた本屋さん、アカデミー書房さん
の中にあります。
２階建てで、１階はキッチンとテーブ
ル席、
物販コーナー、
本のコーナーがあり
ます。１階は高齢者の利用も多く、１人
で来られる常連さんも多いです。２階は、
靴を脱いであがることができる板の間が
２部屋と畳の部屋があり、
食事スペースや
貸室として利用されています。
さたけん家の営業時間は、 時から

16

ているスタッフは約 名で、よく関わっ

すが、
多額なものではありません。登録し

り上げの一部はスタッフの収入になりま

なスタッフで運営していて、ランチの売

地域の女性を中心としたボランタリー

トは１００円からです。

た方・貸室利用の方は１００円）
、デザー

円で、ドリンクは２００円
（ランチを食べ

祝日も営業しています。ランチは５００

時。商店街の定休日の水曜日以外は、
土日

11

ているのはその中の約 名です。年齢層

40

25

は ～ 代、
幼稚園から大学生までの子育
60

２０１１年にオープンしたさたけん家

います。

私を含めたほとんどの人が仕事を持って

て中のお母さんが８割ほどを占め、
代表の

30

04

のカフェ利用者数は、
月平均でおおよそ６
８０人、１年で延べ８０００人を超える
方に利用されています。さたけん家を会
場にして行っている、
子ども対象の学習支
援事業の参加者約１８００人や、その他
利用者を含めると、
年間の利用者数は１万
人を超えています。

広がってきた活動
高齢化の進むこの地域で、
若い世代も含
め、
適材適所に多世代が活躍するには、ま
ずは出会う場所が必要、との思いで取り
組みを始めました。そのために、たくさ
んの方に関わっていただけるような進め
方や、このプロジェクトを担っている地
域のお母さんたちが運営できる仕組みを
考え、
様々な立場の人に利用していただけ
る居場所を理想とし、
計画してきました。
活動を進めるにしたがって、
子ども、
子
育て世代、
高齢者、それぞれが抱える問題
を知ることになり、
地域に求められる居場
所が何か、また何をやるべきかが見えて
きました。未就園児と親のサポート活動
の他、
子どもの学習支援やジョブカフェを
実施。新たに、
高齢者向けの教室や放課後
の子どもの居場所づくりの取り組みも始
めています。
文：水木千代美

05

06

07

佐竹台スマイルプロジェクトの

あゆみ

佐竹台スマイルプロジェクトとい

う形になるまでに、様々な人とのつ

ながりが個人的にあったことは、ひ

とつのポイントだと思います。仕事

関係のつながり、小学校の校区変更

がきっかけとなったＰＴＡや自治会

のつながりなどが、背景にありまし

た。そのような関係の方々と共に、

こうだったらいいのにな、これはお

かしいな、なんとかしたいな、とい

う思いを一つ一つ形にしていったの

が佐竹台スマイルプロジェクトです。

つながりが広がる原点には、個人

的な事情がありました。技術職とし

て仕事をし、長女を出産。２人目を

産んで仕事に戻ろうと思っていた私

ですが、二女を先天性の疾患で生後

間もなく亡くし、たくさんの方にお

世話になりました。そのご恩をお返

ししようと学校や地域のボランティ

アに関わってきた結果、たくさんの

方とのつながりを持つことができま

した。

佐竹台スマイルプロジェクトの発

端は、未就園児と親の居場所づくり

の活動ですが、そのきっかけも人の

つながりでした。府営住宅建て替え

08

時に子育て支援スペース
「おひさま

ルーム」
が市の管理の下に設置され

たのですが、貸室としてしか活用さ

れないことに疑問を感じ、大阪大学

工学部
（当時）
の鈴木先生に協働での

調査を相談。研究室の学生さんもま

じえて立ち上がったのが、佐竹台ス

マイルプロジェクトです。

そしてその活動の中で、高齢化が

進むニュータウンには多世代がつな

がる場所が必要だと気づいたとき、

自治会役員の新名郁子さんが、現在

のさたけん家の大家さん
（アカデミー

書房の所有者で経営者）
であり、プ

ロジェクトメンバーでもある坂本美

千代さんにつないでくれました。坂

本さんの同意を得、計画を具体化し

て、トヨタ財団の国内助成事業に応

募、採択されたことで、プロジェク

トは大きく進展します。その後、自

治会や吹田市の協力を得て、
「新し

い公共支援事業」
のモデル事業補助

も受け、さたけん家という居場所が

できました。

コミュニティカフェを作ることを

目的に、長年ボランティアをしてき

たわけではありません。
「こうした

らもっとよくなるのでは？」
「この

ほうがいいよね？」
「それはもった

いないよね？」
と気づいたことをひ

09

とつひとつ行ってきた結果が、今で

す。

この居場所を維持するためには、

様々な道を模索していく必要がある

と思っています。そのためには、ボ

ランティア活動だけでなく、利益を

生む活動や、
自己実現の場など、
様々

な場の提供をしていくことが必要だ

と思っています。

文：水木千代美

10

11

口集中が起こり、
都市周辺は十分な整備が

市域の

述）
に基づき、 の住区が開発された
（吹田

・ペリーが提唱する
「近隣住区論」
（後

されないまま無秩序に開発されていった。

区は○○町と名づけられている）
。佐竹台

戦後の高度経済成長期には都市への人

このような状況において、
良好な住環境を

は 住区の中で最初に完成し、1962

千里は日本で最初の大規模ニュータウン

開発されたのが千里ニュータウンである。

2012年には
「まちびらき 年事業」
の

年 に 府 営 住 宅 か ら 入 居 が 始 ま っ た。

4

一環として、
府営住宅で入居当初の暮らし

8

12

住区は○○台、豊中市域の

住

備えた大量の住宅を供給するために計画・

A

12

であり、
大阪都心から北に約 ㎞、
吹田市

千里ニュータウンでは、クラレンス・

た。

と豊中市にまたがる千里丘陵に開発され

15

近隣住区論では、
幹線道路で囲まれた小

開催された。

を再現した
「佐竹台タイムスリップ館」
が

50

12

い、
千里ニュータウンの近隣センターは次

風呂場の設置などの生活環境の変化に伴

かし、モータリゼーションや各住戸への

舗、
公衆浴場、
銀行などが設けられた。し

日常生活を送れるように日用品を扱う店

である。近隣センターには、
住民が徒歩で

「さたけん家」
が所在する
「近隣センター」

捉えられており、
住区の中心になるのが、

学校区をひとまとまりのコミュニティと

路の開放、コミュニティ・カフェ（佐竹

住民からの提案によって団地内の歩行者

「ラウンドテーブル」
という場が設けられ、

台」
である。住民、
行政、
事業者が参加する

て替えによって生まれた
「OPH 千里佐竹

が行われた団地がある。府公社住宅の建

ドテーブル方式」
という先進的な取り組み

行われている。建て替えにおいて
「ラウン

の建て替えが本格化し、
若い世代の入居も

佐竹台では2002年に入り集合住宅

四生訳）
『近隣住区論』
鹿島出版会、1975年

参考文献：クラレンス・Ａ・ペリー（倉田和

て、公共的な役割を担うことが求められ

引き続き、
住民の暮らしを支える拠点とし

地である。従って、
近隣センターは今後も

ンター、
学校、
公園の他は基本的には住宅

化しつつあるが、
住区の中央にある近隣セ

集合住宅の建て替えにより佐竹台は変

が実現した。

第に空き店舗が目立つようになってきた

台サロン）
、
共同花壇のある魅力的な空間

る。

という課題を抱えている。

13

まちの本屋さんの中にある
コミュニティカフェ
さたけん家は、
先述したように
「まちの
本屋さん」
である
「アカデミー書房」
内にあ
る。店の前のスペースには、
同書店が併設
するクリーニング取次のスペースが設置
されている。入り口の横と、
入ってすぐの
棚にも、
販売用の雑誌や本が陳列されてい
る。
その手前の目立つ場所にランチメ
ニューを書いたボードが置かれ、
「さたけ
ん家」
の看板も大きい。４～５ページの図
面の通り、１階の大部分と、２階の全ス
ペースは、コミュニティカフェとしてリ
フォームされたものである。初めて訪れ
た人は、
何屋さんかよくわからず、
戸惑う
かもしれない。だが一方で、ニュータウ
ンのまちびらき当初から計画設置された
近隣センター（ ページ参照）
でずっと営

ワンデイ

を担当する
「1日スタッフ」 ～ 人は、

2 11

3

店準備を始める。

ナーと挨拶を交わして、さたけん家の開

それ以前に開店しており、スタッフはオー

時頃までに来る。アカデミー書房は通常

10

さたけん家のオープンは 時。その日

たらしているともいえるだろう。

ナーになじんできた住民には安心感をも

まれている書店であることは、店やオー

13

14

赤ちゃん連れのママから
高齢の方まで幅広く利用
さたけん家には、
毎日 数人から 数人
20

チを食べにやってくる。 階は和室で、
乳

くらいの人が、500円の日替わりラン

10

ランチを食べ、
午後 時過ぎくらいまで子

何組かの親子が開店すぐくらいに来て、

幼児とお母さんのグループ利用も多い。

2

どもを遊ばせながらおしゃべりを楽しむ
姿もよく見られる。近所の幼稚園の保護
人くらいになる。

者懇親会に利用されることもあり、そん
なときは２階だけで

この規模の予約が入った日の１日スタッ
フは、
準備も対応も大変だ。
１階のテーブル席は、 ～ 代女性の利
40

店者100人のアンケートを ページに

られる
「常連さん」
の高齢男性もいる。来

の後に寄る人もいるし、ほとんど毎日来

齢男性の利用も結構ある。老人会の会合

て」
と声をかけることもある。とはいえ高

ば、
自分から
「この日に入るから、
遊びに来

行くから教えてね」
と言われることもあれ

く、スタッフが近所の友達から
「入る日に

用が比較的多い。スタッフもこの層が多

30

ひとりで来店する人には、
「できるだけ

がわかる。

ず幅広い年代が気軽に利用していること

掲載しているが、ここからは性別を問わ

17

声をかける」
ことを心掛けているスタッフ

15

2

30

が複数いる。話題は、
季節の話題や、
健康
のこと、
知った人なら暮らしのことなど。
声をかけるのは、
「誰かと話しながら食べ
たほうがおいしいから」
「コミュニティカ
フェだから、
会話がある方が良いと思って」
である。
ランチタイムが過ぎると、
人通りも減る
し、カフェ利用で来店する人も減る。ラ
ンチか貸室と一緒だと100円になる飲
み物は、
単独で頼んでも200円と安価だ

フェ」
「はがき絵教室」
は、それらが得意

持たない
「兼業僧侶」さんだ。
「編み物カ

が、
飲み物のオーダーだけで来店するお客
さんはあまりない。それでも午前中はコー

な住民が講師を務めている。また、
最近

他、 〜 ページのリストの通り、
単発の

と、
子ども向けの英語教室を始めた。その

日スタッフの有志が、高齢者向けの教室

1

ヒーだけ飲みに来られる人もいるが、そ
れ以降は、さたけん家のプログラムや、

階の貸室利用で何かに参加したついでの
利用が中心になる。

「得意」
を教え合う多彩な教室と、

さたけん家が利用されるのは、
飲食のた

は、
「寺子屋先生募集」
などの呼びかけを
で見た人が問い合わせてきて始まること
ら生まれることもある。水木代表らが思

「教室」
などを催している。今年度は、
「写

教室」
では、
「囲碁を習ってみたい」
という

ることも多い。過去にあった
「子ども囲碁

いついたテーマで講師を探して、
実施に至

経カフェ」
「編み物カフェ」
「はがき絵教

子どもの声に応えて水木代表が自治会に
2

カフェ」
の講師は、
僧侶資格があるが寺を

相談し、
自治会役員が講師に名乗り出て、

室」
を、それぞれ月 ～ 回開催。
「写経

佐竹台スマイルプロジェクト自身も、

した会合に使われることもある。

もあるし、NPO や趣味の会との交流か

めだけではない。

広報紙
「さたけん家通信」
やウェブサイト

教室やワークショップや講座の始まり

設から現在に至るまで、
多数行っている。

ワークショップや講座を、さたけん家開

23

階の貸室や、 階の

物販機能

22

2

テーブルを付けて並べた大テーブルで、
地

1

域の団体などの
「教室」
や、
住民のちょっと

2

1

16

17

開催に至った。

う 人が気軽なお手伝いに回ることもあ

どのお菓子が並ぶこともある。これらは

の棚や台には、
福祉施設製品のクッキーな

手芸小物などが並んでいる。反対側の壁

りの会」
のメンバーが作ったカップやお皿、

ごバック」
や、
手作りサークル
「北摂手づく

ていて、
手芸好きの住民が手作りした
「か

り、
壁際の台とともに展示スペースとなっ

壁部分には多くの可動棚がしつらえてあ

フに任せられている。予約がない日に用

チを何食用意するかも、その日のスタッ

等を勘案して自分で値段を決める。ラン

日スタッフ自身が用意した場合は、
材料費

施設から仕入れたものだ。スイーツを

できる。マドレーヌとあんお焼きは、
福祉

ドレーヌとあんお焼きを100円で提供

ない場合は、
冷凍してストックしてあるマ

スイーツを作るかどうかは自由。作ら

る。

委託販売されており、買いたい人がいれ

意する食数は、スタッフにより 食から

毎月第 日曜に開かれる
「さたけん家マ

1

日スタッフをするときは、
子どもと一

20

施設
「グーチョキパン屋さん」
のパンが販

が新作の手作り品を持参販売したり、
福祉

焼いて売る子どももいる。

務めるお母さんの横で、
「わらべ焼き」
を

緒でも構わない。週末は、 日スタッフを

円のうち 円は、
光熱水費などに充当する

お客さんからもらったランチ代500

1

ものとして、さたけん家に入金すること
になっている。残りの450円×提供食
数の合計額は、 日スタッフを務めた 人

2
か 人にそのまま渡ることになるが、
食材

1

う。

日ス

日々のカフェ運営の要、
１日スタッフ
さたけん家の運営の要である
タッフの仕事を見てみよう。

50

購入費を負担しているので、そこからさ

決める。食材もそのメンバーで調達し、
調

で、
提供するランチのメニューを前もって

室代は、
運営費に充てるためさたけん家の

特にないが）
になる。なお、
飲み物代と貸

が、
各スタッフの活動手当
（という名称は

らに食材購入費を引いた残りの頭割り分

理して、
当日提供する。メイン料理とサブ

活動手当が幾分かは入るとはいえパー

収入になる。

その日を担当するペアか 人グループ

1

好きな 人がメニューを全て考えて、も
1

料理を分けて担当することもあれば、
料理

3

3

パンを目当てに訪れる住民で、毎回賑わ

売されたりする。作家との交流や、
無添加

ルシェ」
では、
「北摂手づくりの会」
の作家

食までの幅がある。

ば、 日スタッフが対応する。

さたけん家では、
物販も行われている。

1

30

1

4

1

18

えればいい」
という声がほとんどである。

実際、
売り上げについても、
「食材費を賄

した仕事とは別の活動と認識されている。

えていて、さたけん家での活動は、そう

ないメンバーもいずれは就職したいと考

フルタイムの仕事に就いており、そうで

ほとんどのスタッフは、パートタイムか

スタッフの意識は概ね
「ボランティア」
だ。

トの時給と比較できるほどの額ではなく、

うに、
活動する人にわずかでもお金が入る

しまう。大勢の人が関わり、
続けられるよ

ランティアでは、
続けられる人が限られて

たのである。その際、まったく無償のボ

にして、
継続的な収益を確保したいと考え

んたちも参加しやすい
「食事作り」
を中心

を維持していくために、
子育て中のお母さ

由は
「維持費の捻出」
だった。さたけん家

う意図もあるが、もうひとつの大きな理

たもので、
住民への温かい食事の提供とい

て回していくのか

毎日必要な１日スタッフを、
どうやっ

仕組みがとられたのである。

その目安は、 食。使った食材費をカバー
で き れ ば、用 意 し た ラ ン チ が 残 っ て も、
「持って帰って夕食にするから、おかずを
作らなくて済む」
と、あまり苦にする様子
はない。
この仕組みはオープン当初に考えられ

19

10

が決まらない日の頼もしい
「セーフティ

ており、
「チーム新名」
と呼ばれるそのグ

さんと一緒に入るスタッフは概ね決まっ

は、
「店長」
である新名郁子さんだ。新名

トタイムの仕事の傍ら、
会計、
通信作成、
問

のも
「最後の最後の手段」
にしている。パー

スタッフには入らず、
決まらない日に入る

日スタッフを最も多く務めているの

ループが、
毎週火曜日と
「さたけん家マル

合せ対応、学習支援などを担うためであ

ネット」
である。水木代表は基本的に 日

シェ」
の日の 日スタッフを担っている。
が多く利用する福祉事業所
「ブルーリボ

入れませんか」
という水木代表のメールが

スタッフが決まらない日があると
「誰か

日スタッフとして実質稼働しているの

んどい」
という葛藤が、スタッフにはある。

ン」
が務める。他にもほぼ固定メンバーが

日スタッフのシフト調整は、
無料のス

15

は 人前後であり、この人数をもう少し

で行われている。同サイトにメンバー登

願いである。

増やしたいというのが、
多くのメンバーの

自が
「 こ の 日 に 入 ろ う 」と 思 う 日 を ス ケ

調整をメーリングリストで呼びかけて、
各

トが中心である。顔を合わせての会議は、

フォーマルな場としてはメーリングリス

つまり、
自発性に基づいてシフトが決ま

した組織体ではなく、
緩やかな合議で運営

要な食品衛生責任者はいるが、かっちり

のものはない。店長と、
飲食店の営業に必

るので、しばらく全く入らない人もいれ

されている印象だ。

んも誰も入らない日の引き受け率が高く、

かなりの日を担当するし、
先述の難波田さ

木代表が作る紙版の
「さたけん家通信」
や、

さたけん家の利用案内や行事案内は、
水

3

と、もうひとり片山有香さんが、シフト

が更新するウェブサイトでの告知が中心

ＩＴ・デザインスタッフの勝村志津さん

休みなど小学生ママが入りにくい時期は

引き受ける人もいる。
「チーム新名」
は、
夏

りぎりまで決まらない日を半ば見かねて

1

週 〜 日くらい入っている。彼女たち

居場所としての課題

ば、
「月 日」
と決めている人もいるし、ぎ

いく。

立ち上げ時しばらくの時期を除いて、
定例

タッフの難波田展子さんが翌月のシフト

38

ジュールサイトに登録する形で決まって

な お、 ス タ ッ フ 間 の 連 絡 や 報 告 は、

録しているのは、 人。毎月の中頃に、ス

ケジュール管理サイト
「サークルスクエア」

1

25

毎月埋めていくことになる。

流れるため、
「入ってあげたい」
「でもし

また、
毎週木曜日の担当は、
精神障害の方

1

担う日があり、それらを除いた約 日を、

る。

1

1
1
2

20

がりが深く、
「さたけん家通信」
も自治会

会や青少年関係の地縁団体などとのつな

である。さたけん家は準備段階から自治

る。

めの財源確保が、最大の課題となってい

ければ成り立たない。場所を維持するた

えられている現状は、
大屋さんの好意がな

文：百瀬真友美

や小学校で配布してもらっている。した
がって、
小学校区レベルでの認知度は低く
ないと思われるが、それでも
「知っている
人が関わっていないと入りにくい」
といわ
れることがある。他人にとっての
「入りに
くさ」
は、さたけん家が居場所であり、い
わゆる
「店」
ではなくその名の通り
「家」
で
あろうとしていることから考えると、あ
る意味必然かもしれない。しかし、
地域に
とっての
「家」
であるためには、
知り合いが
いない人も入りやすい場所でなくてはな
らないことも、また当然だろう。実際、
「入りやすい場所にしたい」
という意見は、
かなり多くのスタッフが持っている。
また、
当初のコンセプトでは
「子どもた
ちがいられる場所」
ということがあったが、
飲食を提供する場として運営されている
ため、子どもがふらっと寄れる場所には
なっていない。事業で運営コストを賄っ
ていくことと、
「居場所」
の役割の拡大を
どう両立させていくかも、
検討していく必
要があるだろう。
だが、なんといっても重要なのは財源
の確保である。現在、
年間収支はほぼプラ
スマイナス０で資産もない状況なので、
例
えば冷蔵庫が壊れたりすればたちまち大
赤字になる。それ以前に、
破格の家賃で支

21

22

23

食事のスペースが一変、
学習のスペースに
毎週金曜の営業が終わる

時前、小学

から始められた取り組みである。

さたけ教室の仕組み
小学生の部と中高生の部の 部制で、
時から 時までは小学生の部、 時から

21 16

行う学習支援」を目指して2012年度

ようになっている。さたけ教室は
「地域で

額のボランタリーな学習教室が開かれる

りあげられるようになり、
各地で無料、
低

どもの貧困がようやく社会問題としてと

集まってくる。
「さたけ教室」
である。子

生たちが一人、また一人とさたけん家に

16

19 2

ぞれ 人、
現在満員である。本当は緊急に

が講師となって教えている。定員はそれ

しては中高生が、
中高生に対しては大学生

時までは中高生の部である。小学生に対

18

対応できるよう、 ～ 人で抑えたいが、

10

9

いる。あまりにも
“ちょけている”
と高校

わけではなく、
友達との会話を楽しむ子も

にやってきても、すぐに学習に取り組む

お絵かきや雑談など自由に過ごす。教室

プリントに取り組む。課題が終われば、

の宿題をすませた後、さたけ教室の学習

小学生の部では、
子どもたちはまず学校

強い希望があって満員となった。

8

24

生先生から
「ちゃんとやろう」
と声がかか
る。 ～ 席しかない 階は、
講師も含め
1

小学生の部が終わった 時頃、
中高生の

ればいっぱいだ。始終笑い声が絶えない。

14

が楽しく語らう。 時から学習スタート、

るためだ。勉強までの数十分、
生徒と講師

家スタッフによる手作りの晩御飯を食べ

ずつ集まり出す。学習の前に、さたけん

部に通う生徒たちと講師の大学生が少し

18

おおむね 人の生徒に対し 人の講師が

19

1

ついて、 階と 階にそれぞれ分かれ指導

2

2

大学の学生であるが、うち 名は地元の

おむね吹田市内に位置する関西大学、
大阪

の中学生高校生である。大学生講師はお

している。小学生の部の講師は全員、
地元

の高校生、
大学生に声をかけ、
講師を増や

たが、2014年度以降は少しずつ、
地域

るＮＰＯ法人あっとすくーるの協力を得

ひとり親家庭の子どもたちを支援してい

切にしている。2013年度は、
箕面市で

さたけ教室は、
地域で行うという点を大

地域で行う学習支援

いが、
数学・英語が中心のようだ。

講師が対応する。教科は限定されていな

からなかった問題などについて質問をし、

する。教える内容は、
生徒が授業などでわ

1

高野台中学出身の大学生である。 年生

3

6

の時にお世話をしていた 年生が生徒で

25

12

1

の記憶を共有しているため、
中学校の先生

あったりと、
佐竹台小学校、
高野台中学校
変化のなさに落ち込んだりすることで、

がら教え、
子どもたちの変化を喜んだり、

いわけではない生徒たちに、
四苦八苦しな

様子を見守ったり、時に声をかけたりす

ちゃん」
として、
子どもたちと講師たちの

で学習支援を行っているが、
特に対象者は

ちの抱える諸課題に強い関心をもった上

さたけ教室では貧困問題など、
子どもた

学習支援の対象は絞らない

者同士の育ちあいがなされている。

おとなとして成長している。子ども・若

の話題で盛り上がることもある。
さたけ教室では、
教室に通う生徒、
勉強
を教える学生だけでなく、
彼らを見守る大
人も重要な構成メンバーだ。中高生や大
学生講師が食べる晩御飯を作るさたけん

る。異なる学年の小学生や中高生、
大学生、

限定していない。小学生の部は１回につ

家のカフェスタッフである。
「近所のおば

おとなたちとのつながりが生まれている。

き参加費500円、中高生の部は

回に

そのつながりの中でこそ生きる力が育ま
れるのだろう。
育てられるのは生徒たちだけではない。
学生講師は、
異なる存在、
時に勉強をした

とが大切だと考えているからだ。主な勧

も参加できる、
特定の層だけに絞らないこ

つき1000円と、
有料制でもある。誰で

1

26

誘方法は口コミと小中学校へのチラシ配

さたけ教室は未だ公共的な取り組みとし
2013年から講師として携わってき

ての位置づけは弱い。

つ取り組みが周知されてきた。生活保護

た中心的な学生講師たちも、ここ数年で

布であるが、チラシ配布を通じて、
少しず
受給家庭に関しては費用を半額にする仕

月 に は 全 員 が 引 退 と な る。

学 校 の 卒 業 を 機 に 順 次 引 退 し て お り、

ろう。

文：石川久仁子

大学との連携などの工夫も求められるだ

わっているが、
恒常的な継続のためには、

地元の大学生を中心に新しい講師が加

2016年

組みもつくっている。

今後の課題
有料化からまだ２年、
学習支援の取り組
みとしてはまだまだ発達途上であり、
課題
もある。講師たちはそれぞれ独自に工夫
をしているが、
教材開発や研修も行いたい
がそこまでまだ至っていない。また、
広く
学習支援を必要としている家庭を見つけ
出すには、
地元の小中学校、
教育委員会な
どとの連携が必要であるが、
吹田市の中で

27

3

おひさまさんさんの
広い部屋が
“変身”
佐竹台近隣センターの近くにある建て
替えマンションのプレミスト南千里 階

え業者として選定された大和ハウス工業

政側に要望にしたことが契機だ。建て替

支援のためのスペースをつくることを行

地建て替え業者選定の際に、
地域の子育て

佐竹台連合自治会が地区の古くなった団

あり、
吹田市民が利用できる。もともとは、

ンターに続く道路に面する東側に出口が

ル。マンションの入り口とは別に、
近隣セ

“おひさまルーム”
は114平方メート

～その１ おひさまルーム誕生～

おひさまクラブが生まれるまで

いる。

所づくりを目的に月に４～５回活動して

中心に、
子育ての合間の息抜き時間と居場

佐竹台地域に住んでいるお母さんたちを

で活動している自主運営グループである。

おひさまクラブは、この
“おひさまルーム”

ムに変身する。

などのおもちゃを取り出せば、プレイルー

からプラスチックの色とりどりのボール

ぐだだっぴろいだけのスペースだが、
倉庫

ある。大きなガラスからは日光が降り注

には“おひさまルーム”
と呼ばれる部屋が

1

28

児ルームを設計、2010年 月、
吹田市

は、１階に地域住民の利用を想定した育
場所が１つ生まれたわけではあるが、
実際

の人々にとっては、
地域住民が使用できる

育て支援室地域支援グループ
（のびのび子

に寄付した。現在吹田市ではこども部子

とってどんな可能性があるのか、おひさ

数だった。おひさまルームが地域住民に

に住民たちがどのように関わるかは未知

で、2010年 月から 月にかけての

かは、
見えないままだったのである。そこ

まルームにどう関わるのか、
関わりうるの

育てプラザ内）
が佐竹台地域交流室として
管理している。

おひさまクラブが生まれるまで
～その２ 佐竹台スマイルプロジェ

12

か月間、
佐竹台スマイルプロジェクト代

5

表の水木さんをはじめ、
佐竹台の町の人々
は、大阪大学工学部建築学科鈴木研究室
の力を借り、おひさまルームをどのよう
に工夫すれば地域の人々の居場所となる
のか、
佐竹台スマイルプロジェクトとして
様々な取り組みを行った。
●2010年に佐竹台スマイルプロジェク
トがおこなった取り組み一覧
一週間開放／佐竹台通信／講演会・ゆめの
みプロジェクト／各種ワークショップ／大
阪大学学生による遊具・おもちゃづくり

このプロジェクトには連合自治会、
青少
年対策委員会、福祉委員会、老人クラブ、
ＰＴＡをはじめ、ゆめのみプロジェクト
に関わる子どもたちなど、
佐竹台の老若男
女、
大学生など数多くの人々が関わった。
佐竹台福祉委員会が実施する子育てサロ
ン
（吹田市内のほぼすべての校区で展開）
の
「あんあん」
がおひさまルームにて月

1

クト誕生～
佐竹台連合自治会をはじめとする地域

8

回の活動を継続することとなったが、こ

29

3

ていくにあたって誰がどのように運営す

の活動以外で地域住民がこの場を使用し

ずさわってもよいと答えた。そこで、
佐竹

ろ、ほぼ半分のお母さんたちが運営にた

営に関わってもらう可能性を探ったとこ

おひさまクラブの現在

ラブが立ち上がった。

り出たお母さんたちを中心におひさまク

台連合自治会のバックアップのもと、
名乗

るのかが課題となった。

おひさまクラブ誕生
当初の佐竹台スマイルプロジェクトは
プロジェクトメンバーが世話人となり、
お母さんたちや子どもたちがある意味で

おひさまクラブはおおむね 歳から

歳ぐらいまでの子どもをもつ母親で構成

“利用者”
であった。しかし、
恒常的な活動
に移行していくにあたって佐竹台スマイ

3
されている。 歳を超えれば、
近辺の幼稚

0
ルプロジェクトではお母さんたちにアン
ケートを実施し、お母さんたち自身に運

園・保育園に通う。しかし、幼稚園が終

3

30

わった後に訪れたり、
行事の時に参加する
親子もいる。

自主運営の様子
自主運営のため、
幹事・当番を決めて運
営している。幹事は 人で、 か月交代。
3

開け閉め各 名をその月々に決める。鍵

当番は、
鍵の開け閉めをする
「鍵当番」
で、

4

日の流れは、まず当番のお母さんが

り、
悩ましいこともある。

時間と子どものお昼寝が重なることもあ

開けの当番になると、
行かないといけない

1

時前に
“おひさまルーム”
の鍵を開ける。

徐々に親子が集まり始め、
多いときは 組

年目を迎える今年の幹事はおよそ

んが鍵を閉める、というものだ。

時前に皆で掃除を行い、
別の当番のお母さ

以上の親子がにぎやかに遊ぶ。そして

10
5

代目、 歳前後の子どもをもつお母さんた

3

ちである。 歳前後の子どもをもつ 代

1

3

集めも常に行っているとのことだった。

きたものをなくすわけにはいかない」
と人

らない日もあるが、
「これまで引きついで

どに子どもが入園する。鍵当番しか集ま

目も現役メンバーだが、
来春には幼稚園な

2
文：石川久仁子

31

1
3
5

内容

月 日開催。主催は佐竹台地区青少

7

ん、
佐竹台小学校の小学生
（ 名）
です。ス

Ａの皆さん、佐竹台の防犯協議会の皆さ

参加者は、
佐竹台小学校の先生方、
ＰＴ

した。

をとろう！」
という行事を重ねて開催しま

である地区パトロールに、
「佐竹台の写真

ＯＣＡ。青少年対策員会主催の定例行事

ジェクト若者会議メンバー／合同会社Ｒ

ジェクトとし、
運営が佐竹台スマイルプロ

年対策委員会、
共催を佐竹台スマイルプロ

11

タッフは、
若者 名、
青少年指導員 名。

24

5

作品の表彰を行う予定としました。

に全員に発表。後日、
写真の展示会と優秀

プリントしてもらい、
班で発表後、
班ごと

当を食べ、お気に入りの写真を１人１枚

子どもたちは、
学生スタッフと一緒にお弁

市民ホールに戻り、パトロールは終了。

ながらパトロールしました。

守りつつ、
危険箇所がないかをチェックし

影。おとなたちは、その子どもたちを見

に紹介したいスポットを見つけて写真撮

ホールを出発しました。子どもたちは、
人

フとおとなも同様に配置し、佐竹台市民

小学生を５チームに分けて、
学生スタッ

11
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感想

参加した子どもたちの感想は、
「また参

加したい」
、
「新しい場所を知れて面白かっ

た」
、
「今度は友達も誘いたい」
など。学生

スタッフの感想は
「地域に関わるボラン

ティアに興味はなかったが、
新たな発見が

あってよかった」
、
「佐竹台の魅力を知る

という目標も達成できてよかった」
、
「ま

たこの子たちに会いたいなと思う。地域

にもっと携わりたいなと思った」
などです。

おとなからは、
「子どもたちと一緒にまわ

れて楽しかった。視点が面白かった」
（防

犯協議会の方）
、
「大学生さんとの交流も

刺激になったようです。自分がしてもらっ

た記憶をおとなになったときに地域社会

に活かせることができると嬉しいです」

（小学生の保護者）
、
「学生さん達が子ども

達と接する姿もまた微笑ましくて、
佐竹台

地区は、こんな素敵な学生さん達がいて

くれるんだなと嬉しく思いました」
という

感想が聞かれました。

小学生低学年、高校生、大学生、 代〜

代まで、４世代に渡っての行事は、
世代

30

ごとにまちや人への愛着を生み出したと

思います。

文：水木千代美
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80

内容

主催は佐竹台スマイルプロジェクト。

協力は、
毎週木曜日にカフェを担当してい

ただいているブルーリボンさんと、オリ

ジナルスイーツを作っていただいている

グーチョキパン屋さん・カフェキララさ

んと、
縫製で協力していただいたサフラン

さんです。

月７日から 日を障がい者週間とし

13

同じように生活を送り、
仕事をしているの

した」
、
「障がいをもっていても、
私たちと

か、をより具体的に考える時間になりま

域の一人として私には何ができるだろう

は初めてなので、とても新鮮でした。地

を持つ人自身がお話をしてくださる機会

のお話を聞く機会はありましたが、
障がい

参加した方からは、
「これまで施設の人

感想

サートを開催しました。

い障がいのはなし」のトークとミニコン

の提供、そして最終日には
「みんな知らな

フランさん・カフェキララさんのランチ

ボンさんによる
「珈琲の淹れ方教室」
、サ

ンの試食会」
「ヘビパン教室」
、ブルーリ

に加え、グーチョキパン屋さんによる
「パ

週間通しての施設で作られた製品の販売

て、１週間、
様々な行事を行いました。１

12

34

だとあらためて思いました。障がい者の

方が、
困っているときはお互いに助け合い

支え合っていくことで、より少しでも障

がい者の方が暮らしやすくなるのかなと

思いました」
などの感想をいただきました。

施設の方からは、
「初めてのトーク企画

ということで多少の不安もありましたが、

一緒に参加した利用者の方が、たくさん

の人の前で自分の思いを語る姿に、これ

までとは違う一面を知る機会となりまし

た。みんなが一緒に地域で生活していく

ために、どんなことが必要なのかを、
考え

るための時間となりました」
、
「固い講演

会のような形だけでなく、
市民の皆さんと

楽しみを共有しながら、
障がい者と交流が

できたり、
障がい者の活動に触れてもらえ

る機会を作ることができたのではと思い

ます」
などの感想をいただきました。

その中に
「障がいのある方だけを特別扱

いというわけではなく、みんなが共に生

きるという形が求められるのだと思いま

す」
という言葉がありました。共感すると

ともに、そのようなまちにするために、

これからもこのような場を作っていきた

いと思いました。

文：水木千代美
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内容
～

月に

7

回の編集講座を受け、編

3

座終了時に希望者を募って年度内に 回

集についての基礎知識を学びました。講

6

のニュースレターを発行することになり、

3

月末現在、 名のママさん編集者がプロ

3

月末に発行した 号では、さたけん

スレターの発行に携わっています。

の先生にアドバイスを受けながらニュー

12

1

家のある 週間を取材し、その週にあっ

8

号の発行が終わってまもなく、 号に

がします。

るさまざまな問題に改めて向き合った気

の内容はしっかりと心に残り、
地域が抱え

のでした。それでも自分が記録した会議

業も経験しましたが、
想像以上に大変なも

円卓会議では、テープ起こしなどの作

の内容などを紹介しました。

る人たちが自由に意見交換した円卓会議

れている催しや講座、さたけん家に関わ

たイベントや定期的にさたけん家で行わ

1

2

月の障がい者週間に合わせたさたけん

国際的な活動、そしてメイン記事として

場料理の提供、
子どもの英会話教室などの

の写真撮影会や、インドネシアの方の本

かりました。小学生を対象とした佐竹台

載せる内容の打ち合わせと制作に取りか

1

週間の最後に行われた、
当事者の方の口か

家の取り組みを紹介しました。障がい者

12

36

ら語られた言葉や、
施設スタッフの方から

の問題提起と志は、とても心に残るもの

でした。現在、 号の取材も一部始まって

おり、さたけん家を地域の様々な人たち

に、
利用の仕方や様々な活用の方法を紹介

できればと考えています。

パソコン作業では大いに試行錯誤や失

敗を重ねていますが、プロの先生が最初

から最後まで、
顧問的についてくださって

いる安心感もあり、ありがたく失敗させ

てもらっていて、それが経験や自信につ

ながっています。初めは右も左もわから

ない素人編集者でしたが、
初めて自分たち

で作り上げたニュースレターが発行され

た時はとても嬉しく、
大変だっただけに達

成感や充実感、
自信なども得られました。

自分たちで取材・制作したものが、
地域の

人たちの目に留まり、
新たな知識となるか

もしれない喜びは、やってみて初めて経

験したものでした。

文：難波田展子
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3

日高わのわ会さん訪問
高知県日高村の
「わのわ
号店」
は、

号線沿いの
「オムライス街道」
に

現在までの 年間の流れを伺いました。

岡千春さんからわのわ会の成り立ちと

ムライスを試食しながら、
事務局長の安

高村特産のシュガートマトを使ったオ

ていて、
好感の持てる居心地でした。日

店内は明るく装飾も手作り感あふれ

あり、
立地がとても良いです。

国道

2

を時給で渡す仕組みを考えられたそう
です。まず、
若いお母さんグループから
スタートし、
料理が好きなお母さんは喫

場所）
など、
多岐にわたっています。

日高わのわ会さんは、
住民の困りごと

佐竹台スマイルプロジェクトの今後

保育を担当。この仕組みに行政の補助

を 解 決 す る こ と を 原 点 に、 ト マ ト を

茶を、
子どもの世話が好きなお母さんは
金が得られました。現在は、
子育て支援

のメリットを生み出されました。佐竹

使ったオリジナル商品を考え、まちお

日高村は人口5200人の小さな村

台 ス マ イ ル プ ロ ジ ェ ク ト で も、千 里

の他、
高齢者支援、
障がい者支援の三本

であることから、
村全体の中での事業委

ニュータウンという場所でのオリジナ

こしの仕組みをプラスしたことで、
地域

託を受けやすい面があるかもしれませ

ルサービスは何かを考え発信していか

柱で運営されています。

ん。地元のトマトを使った加工品製造

なければならないと思います。

考えておられます。わが町佐竹台でも、

つある日高村を何とか活性化しようと

呼び込める仕組みを考え、
人口が減りつ

岡さんは、これからは外国人観光客を

だったのではないかと感じました。安

が、
何より大切なものは情熱とアイデア

また、
仕組み自体はもちろん必要です

や収穫体験もでき、オリジナリティを
アピールできる好条件が揃っていると
感じました。
多岐にわたる事業
その後
「ふれ愛センター」へ移動し、
号店とチャイルドルームや事

さたけん家がもっと人の集まる場所に

わのわ

務所を見学。みなさん笑顔で挨拶して

ここでの事業は、
配食サービス・お買

わのわ会が発足した発端は、
安岡さん

と２人きりだと良くないと感じていた

い物サービス・グループホーム運営・

なり、
外に向けて発信していく場所にな

こと、また子育て中のお母さんたちの

家事手伝い作業・トマト農園の作業手

くださり、とてもホットな印象を受け

余った時間をもったいないと思ったこ

伝い・トマト加工食品製造販売に、
子ど
文：勝村志津

が子育て支援センターの保育士だった

とでした。そこで、
他の人の子育てを見

もの一時預かり
（放課後の子どもの居

ることが重要なのではないでしょうか。

たり相談できる場所として機能し、
対価

ました。

10

経験から、
子育てしている母と子がずっ

1

33

ハートフレンドさんの
「おとなのてらこや」

わ！」
「人とおしゃべりしながら食べる
ご飯はおいしいね！」
と話されるのを聞
いて、ひとりでいる時間を減らしてみ
なさんと楽しむ機会を作れたら、
認知症
の発症を 年でも 年でも先延ばしす
ることにもつながるかもしれないと

幼児から高齢者までを対象に、たく
さんの事業をされている中で、
今回は高

ハートフレンドさんのお話を伺って、

ハートフレンドさんは、2003年
や」
は、
市内で３か所開催されています。

認知症予防になる
「おとなのてらこ

資料も借りました。そして、 月から

課でアドバイスをいただき、
参考になる

準備を始めました。吹田市の高齢支援

その思いが強くなり、
新たな取り組みの

に地域の子育て世代のおかあさんたち

各教室 人前後の参加者があり、まだ

場所を確保しての活動が始まりました。

し入れによって活用できることになり、

建物を、建て替え完了後に自治会の申

の建て替え時に作られた仮設消防署の

思ってできた団体です。地域の消防署

て暮らしていけるまちを作りたいと

くおしゃべりをするなどで、
特別に難し

ゲームなどをしながらみなさんで楽し

口言葉などを大きな声を出して言う、

字の書き取りがあります。それから、
早

とが大事ということで、
簡単な計算、
漢

内容は、まず、
短時間でも集中するこ

まだ参加希望者が増えているそうです。

だいての講習やお話の時間を持ちます。

の後いろいろな分野の先生に来ていた

効くアクティビティ、
最後に音読で、そ

して楽しい脳トレーニングの冊子、
脳に

内容は、まず、
百ます計算、
漢字、そ

ではないか、という考えにたどり着き、

る町とは、
地域で安心して暮らせる町」

「子どもを安心して育てることのでき

の間、
認知症の母をみた私は、
来店され

対してはまだ不十分と感じます。 年

などの取り組みがありますが、
高齢者に

おかあさんたちには
「おひさまルーム」

教室」
「ジョブ・カフェ」
、
乳幼児をもつ

11

文：新名郁子

ら考えていこうと思っています。

い話などはないのか参加者に聞きなが

今後は、やってほしい講座や、
聞きた

リース作りなどを行いました。

コーヒーでおしゃべり会、クリスマス

日に開催しています。

始めてみると、
乳幼児のお母さんから

さたけん家での取り組み

これまで、簡単ストレッチ、ケーキと

回火曜

2 11

いことをするのではないそうです。

「おとなの教室」と題して、月

が集まって、
子どもたちが元気で安心し

た。

や」についてのお話を中心に伺いまし

思っていました。

2

齢者支援の事業である
「おとなのてらこ

1

は
「歩くのが他の子どもより遅い」
「な
かなかことばを話さない」
などの悩みや
相談、
高齢者からは
「認知症になったら
どうしょう」
という不安など、
多世代の

現在、乳幼児期の親子から高齢者まで

た高齢者の方が
「久しぶりに人と話した

さたけん家では、こどもには
「さたけ

つながる福祉の拠点づくりを推進して

様々な声が出てきました。

いらっしゃいます。

39
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（福祉施設より）
さたけん家で働くのは、
作業所の中で働
・
くのとは雰囲気が違うから、
利用者さん

福・祉団体の発信力ってあまり強くない
ので、さたけん家のような存在には本

じゃないかと思う。

ているイメージを持てるようになるん

もちょっと気が引き締まる。仕事をし

・
めのステップや土台になる。

こともあるけれども、
地域とつながるた

から、
福祉製品を買ってもらえるという

やっぱりいろいろな力が生み出される

当に助けられる。人が集まる所って、

・

（ボランティア講師より）
教・えてみることで、
自分がわからなかっ
たことがわかるようになる。自分の観

点とは違う見方を知ることができて、
新
たな発見が多く、すごく勉強になる。
講・師をすることで、
客観的に自分を見る
機会が増える。こんな自分もあったん
だ、とか。

「ま
ことにつ
・ ち全体で子どもを育てる」
ながっている。

子・どもにとって近所のお兄さん、お姉
さんが勉強をみてくれるいい機会。親

・

子・どもに手作りの食事を食べてもらい、
笑顔が見られる。

えるありがたい場。

にとっては、
自分の子の勉強を見てもら

・

キ・ャリア教育
「JOB CAFE」で、子
どもが仕事について学べる。

・
・ ・ ・

して過ごせるから。

子育て期のママを支えている。ママに
・
気持ちのゆとりがあれば、
子どもも安心

知・り合いがどんどんできる。
い・ろんな悩みごとが相談できる。

・

・
・

40

（ 日スタッフより）
安・い金額でランチが食べられる。スイー
ツもおいしい。

世・代を問わず誰にとってもの居場所と
なり、また人の目が行き届いているの

がとても良いと思う。
自・分にとっては、ホッとできる場所。

お・客さんとスタッフでコミュニケーショ
ンを取れるところが、さたけん家の良

いところ。
知・らない人を警戒してしまうご時世だ
が、さたけん家は安心がベースにある

若・いママ達がいっぱい来てくれて嬉し
い。私たちが若い頃は、こんな場所が

なかったし、お年寄りも含め、みんな
が集まれる場所でもあるのですごくい
いと思う。
他・のスタッフに話を聞いてもらって、
元
気になれる。

子どもを連れてきて
（仕事ではないが）
・
働ける場所は、
他にはない。

佐竹台スマイルプロジェクト

全体について

い・ろいろなイベントや教室があって、ま
ちが活性化されている印象。明るいま

ちづくりに役立っていると思う。

お・となも子どもも、
家庭以外の安心でき
る居場所があるほうがいい。さたけん

家がその居場所でありたい。

普・段から交流していることで、
困ったと
きの支えにお互いがなれると思う。

普通のお店ではできない
「子どもたちの
・
お手伝い体験」
ができる。周りも見守っ

世代に関係なく、いろいろな人と出会
・
い、
関われる。常連のお客さんが子ども

料・理やお菓子作りが好きなので、それ
を実現できる場所。
お・料理を作るのが好きだし、
家庭を離れ
て息抜きできる。ここでストレス解消
できるので、
家に帰って夫に優しくでき

や・りたいことができる場所。他ではあ
り得ない。リスクなく、したいことに

提供できるような場。

い・ろいろな人が、いろいろな形で、
自分
の持っている何かを人にちょっとずつ

てくれて、
子どもたちが頑張っている姿

たちに優しい言葉をかけてくれたり、お
土産をくれたり、いろいろな意味で交
流がある。スタッフにとっては、
一緒に
入るスタッフといろいろ話せるし、お
客さんで普段関わりのない年配者や乳
幼児連れのママなどとも話せる。

料・理のレパートリーが増えて、
家で作る
メニューも増えた。

台）
としてありがたい場所。

子・育て中の女性が社会復帰するまでの
準備期間に、ワンクッション
（ステップ

も見られる。

・

チャレンジできる。

・

ので、お客さん同士も気軽に話せる。

・

・
・

・

・

る
（笑）
。
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・

・

・
・
・
・

・ 1

・
・ ・
・
・

を受けられることが理想です。と同時に、

貸室とは違って、
固定の場所は、
安心感の

所が必要です。集うのにひと手間必要な

様々な立場の人が、
様々な用途に使える場

“ 縁 を 育 む、縁 が 育 ま れ る ”た め に は、

りません。いつも同じ人に起きるわけで

も、１つの世代だけに起きるわけではあ

人で構成されています。また、
様々な問題

健常者も障がい者も、
様々な年齢や立場の

地域は、こどもも高齢者も、
男も女も、

必要です。仕事をして給料をもらうよう

継続するためには、モチベーションが

誰もが使える場所にしよう

ある居場所となります。さたけん家は、

もありません。元気な時は助け、
弱ってい

に、ボランティアもそうだと思うのです。

集う場所を作ろう

収益をあげるための活動や寄付なども選

プロジェクトメンバーでもある大家さん

る時は頼り、お互いさまが繰り返される

モチベーションが保てるもの、それは金

択肢の一つとなるでしょう。

が、
安価な家賃で提供してくれているとい

地域が健全なのではないでしょうか？

かもしれませんが、みんなの利益を考え

す。このような縁を結べることは少ない

からこそ、
地域の居場所は誰もが利用でき

属性で分けられたまちはありません。だ

子ども、
青少年、
勤労者、
高齢者のような

誰かのためになる活動を支える
「何か」
が

り、
個人個人で違うものだと思いますが、

だったり、自分の作品の発表の場だった

銭に限らず、
必要だと思ってもらえること

モチベーションをつくろう

う恵まれた条件があって成り立っていま

て活動していると、
応援してくださる方と

る必要があるのです。

必要だと思います。それは個人だけでな

く、
参加する企業や行政にとっても同じで

ます。寝食を共にするという、
暮らす営み

関わることができる場所が一番適してい

たら暮らせます。そうなんです。生活に

なく覚えられるくらいの範囲でもあり、
吹

必要だと思います。それは、
名前をなんと

みの中で、
交流が行われる範囲に１か所は

様々な人が利用する場所は、
暮らしの営

しょう。
“縁を育む、
縁が育まれる”
居場所

参加する機会を与え、
役割や出番を生むで

これらの要素を持った居場所は、
人々に

名前を覚えられる範囲に作ろう

出会えるのだと思います。
居場所の理想はキッチンがあること。
お風呂もあったらより幅広い活動ができ

す。参加するそれぞれが、
続けたいと思え

は、
人と人の距離を近づけてくれます。

田では、
小学校の校区が連合自治会のエリ

は、セーフティーネットの役目も果たす

ます。もちろんトイレも。これらが揃っ

もしも今すぐに決まった場所が持てな

アと重なっていることが多く、それにあ

る
「何か」
を作りましょう。

くても、
集う場所を作るところからはじめ

ことにもなると思います。私たちもそれ

らを目指していきます。

たると思います。

継続できる仕組みを作ろう

てみてください。活動をすると、ネット
ワークが広がり、
新しい展開が見えてくる
ものです。

居場所に求められる福祉的活動は、
収益
をあげることは難しく、
継続のためには、
場所の提供や家賃の負担などのサポート
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め、
主に地域活動を担ってきた方の協力を

さたけん家は、
地域の諸団体の方をはじ

子育てをしているような気持ちでお付き

うこともありますが、そこは注意しつつ、

約束を破られたり、
返事がなかったりとい

う思いは伝わるのだと思います。たまに、

与えられるように考えています。そうい

ても、
市政を考えるための材料の蓄積とな

整理をすることができます。行政側にとっ

ることは、
活動の原動力にもなります。

けていませんが、
地域の課題を一緒に考え

も説明しています。現在、
金銭的補助は受

地元の人に応援してもらおう

いただいています。吹田市への相談、
地域
合いしています。

相談できることで、
活動をふりかえり、

住民への周知など、
地域に根差した活動を
そのような関係を築けたのは、
地域に必

くれています。そういうつながりが生ま

つながり、
起業した今もこうして手伝って

学院生の時に、ゼミの先生に紹介されて

ぞれにしかできないことをそれぞれが担

いされる側の関係ではありません。それ

行政との関係は、お願いする側、お願

り、
何らかのものをお返しできていると思

要とされる役割を受けてきた結果だと思

れる関係づくりが、大事なのだと思いま

うことで、よりよい仕組みがつくれ、よ

この冊子をデザインしてくれた方も、
大

います。できる範囲で地域活動を行うこ

す。学生さんを都合のよい助っ人として

い結果が得られるよう、
協働で取り組むこ

してきた方の力は支えになります。

とで、
人との信頼関係が育まれ、
協力関係

考えていたら、このような関係はできな

とが必要だと思います。

が頑張っているんだから”
とよい雰囲気に

が頑張ると、
地域も活気づき、
“学生さん

さんが関わってくれています。学生さん

さたけん家は、いろいろな大学の学生

りよい居場所となることで、よい先例が

す。結果、
私たちの活動の幅が広がり、よ

くれるなどの応援をしていただいていま

だく、
同じような立場の人たちとつないで

ルドにしていただく、
知識を提供していた

研究者の先生方などにも、
研究のフィー

ます。

で、よりよい協働の関係が築けると思い

ち現場は、その結果を報告していくこと

スの提供をしていただきたいです。私た

できる組織になるような、
情報やアドバイ

これからの活動でも、
私たちがより自立

います。

が生まれます。

かったと思います。

なります。地域の子どもたちにとっても、

作られ、
世の中に還元できるのだと思いま

研究者や学生の力を借りよう

お兄さんお姉さんとの関わりは、よいお

利己的でない活動は“なんとかしてあ

す。

げたい”
と共感してもらえます。目標に向

かって一緒に取り組んでいただける環境

ているからだと思います。学生さんの学

も何らかのメリットがあるようにと考え

状況です。地域の問題解決のために必要

を主としているため運営はかなり厳しい

さたけん家は、
地域に必要な福祉的活動

佐竹台スマイルプロジェクト代表

人と人としてのお付き合いをしよう

手本となっていると思います。
学生さんへのアプローチは、こちらか
らお願いすることも、その逆もあります

びになるように、
卒論のテーマになるよう

な居場所を、なるべく税金をかけずに維

水木千代美

づくりが私たちの役目だと思います。

に、
薄謝でも謝礼が払えるように、などそ

持する仕組みを考えたい思いは吹田市に

が、
関わってもらえる理由は、
学生さんに

の学生さんにとってのモチベーションを
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が必要だ。つどい場、コミュニティカフェ

からの有形無形の支えを得るための場所

坂に出会う。そんな時、
自宅とは別に他者

人は生きていく上であんな坂、こんな

て替え工事が繰り返され、
風景そのものが

ニュータウン再生を目指して大規模な建

竹台をどう変えられるのか、ではなく、

くうちに気がついた。
「
“さたけん家”
が佐

とができるのか。が、
検証作業を行ってい

コミュニティカフェが、まちを変えるこ

が飲食を提供するだけの場所ともいえる

から 年たった今、ふたたびアカデミー

を果たしてきた人であった。まちびらき

みを抱えた子ども達をサポートする役割

また大家の坂本さんは、
補導員として、
悩

民達が立ち寄るまちの本屋さんであり、

あった。アカデミー書房は、もともと住

る近隣センター内の、アカデミー書房で

はじめに

など呼称は異なるものの、このような居
に盛んとなっている。

場所をつくろうとする取り組みが全国的

を守ろうとする場が
“さたけん家”
なので

とっては変わることのない大切な
“何か”

変わってゆくまちの中で、地域の人々に

ている。まちの人口構成もあり方も大き

たちのための学習支援活動が毎週行われ

書房には老若男女が集まり、
地域の子ども

私の研究テーマが地域福祉実践である

く変わったかもしれないが、
地域に暮らす

ため、このような各地の居場所を探訪し
ているのだが、 年前、ひょんなことから

“さたけん家”
はできて 年弱ではある

たけん家”
はまちが変わっていく中で、
緩

衝材的な役割を果たしているのかもしれ
して以下の 点がある。

受け継いでいる。まず、
“さたけん家”
が

私自身千里ニュータウン生まれであり、

隣センター、
地区にそれぞれに配置された

江台の社宅で暮らしていた。白い団地、
近

②建物の老朽化に伴い建て替えが急速に

みと話ができる場所が少ない。

化したが、
高齢者が立ち寄ったり、
顔なじ

開発され、
華々しかった頃に移り住んでき

層が暮らしている。千里ニュータウンが

①まちびらき当初から暮らす住民が高齢

緑豊かな公園、コンクリート三面張りの

進展し、その結果、
乳幼児をもつ若い夫婦

千里ニュータウン・佐竹台には様々な

河川は私にとって故郷の風景である。そ

た人のことを千里 世、その子どもたち

世も初老期。その一方、2000年代
点として使用できるパブリックスペース

④まちの新たなニーズに応じるための拠

人たちは新 世であろう
（実は、
子ども時

以降に建て替えられた住宅に移ってきた

ンがほとんどなかった。

1

代をニュータウンで過ごした 世も含ま
フェは人を、
町を、
変えられるのか？」
。あ

今回の検証のテーマは
「コミュニティカ

れらのニーズを受けとめたのが、地区に

2000年以降千里ニュータウンでこ

様な層が佐竹台には入り交じっている。

子どもたち、その間に引っ越してきた多

れているのだが）
。そして新たに生まれた

まちの物語を継ぐ

2

2
とって数少ないパブリックスペースであ

2

1

る意味で地域のボランタリーなスタッフ

が非常に限られている。

1

こととなった。

が増えた。

ニュータウンに暮らす人々をつなげる

タウン・佐竹台近隣センターにコミュニ

が、まちびらき 年の歴史、
建物の物語を

人々が求めていることは変わらない。
“さ

はないか」
と。

50

ない。

自宅から自転車で 分ほどの千里ニュー

5

位置する千里ニュータウン特有の文脈と

50

の後、いろいろなことがご縁となり、
今年

～ 歳まで新千里東町と ～ 歳まで古

4

を 世と言うらしい。１世は現在高齢期、

5

③そもそも、
駅前以外にカフェ・レストラ

3

0

ティカフェができることを聞きつけた。

10

4

度の検証作業を 年弱ほどお手伝いする

1
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プロフィール ： 千里ニュータウン生まれ。大阪府立大学社会福祉学部卒業後、財団法人たんぽぽの家に勤務。退職後大学院に進学、
2008年に関西学院大学大学院博士後期課程満期退学。2005年大阪人間科学大学人間科学部社会福祉学科に助手として着任、
現
在同学科准教授。社会福祉士＆人間福祉学博士。

子育て期にあった母親そして父親たちが

どもが同級生」
であるという縁を通じて、

タウン化”
して訪れた建て替え期に、
「子

じてのつながりである。まちが
“オールド

の主なメンバーは、
基本的には子どもを通

している。佐竹台スマイルプロジェクト

ような異なる住民達の媒介的役割を果た

佐竹台スマイルプロジェクトは、この

索している。

と異なる、
新しい地域活動のスタイルを模

竹台の地域活動に根ざしつつ、これまで

台スマイルプロジェクトはこれまでの佐

め、
育つものはどんどん育てていく。佐竹

の活動がまちに必要なのかどうかを見極

試みに挑戦している。実行した上で、そ

ニティカフェを拠点にしつつ、
常に新しい

よくいわれるが、
“さたけん家”
はコミュ

周辺には複数の障害者作業所があるが、
同

によって拡がっている。
“さたけん家”
の

つ住民の地域生活の場面も
“さたけん家”

るのは、
老人会のメンバーだ。障がいをも

ぎを購入するために開店前から並んでい

でいる。限定販売のスタッフ特製のおは

に仲間と
“さたけん家”
でランチを楽しん

行われる健康教室の参加者が、
終わった後

だろう。例えば、
佐竹台市民ホールで毎週

じ近隣センターの中にある障害者作業所

でも毎週
“さたけん家”
の 階を借り、メ
佐竹台で居場所づくりに取り組んでい

けん家”
で開催される
「マルシェ」
で商品を

でいる。別の作業所は、
月１～２回
“さた

まち全体の可能性をひき出す

つながったのである。そして、さたけん
世、代表は佐竹台小学校校区では

家の
“店長”は２世の妻、中学校 PTA 会
長は
住民だ。ここに、
徐々に建て替え後に転居

るのは
“さたけん家”
だけではない。オー

販売している。 月にはこれらの施設と

ンバーがレクリエーション活動を楽しん

してきた新千里 世が加わりつつある。

ソドックスではあるが、
佐竹台地区福祉委

あるが千里ニュータウンではない隣接部

2

多様な人々に、イベントや 日スタッフ

で地域活動に関心のなかった地域内外の

を検討・判断するというよりも、これま

営委員会などを構成し、
組織的に取り組み

理は、
個人判断・個人行動主義である。運

どが働きかけ、
新しく建設された
「OPH

ては、
地区連合自治会、
校区福祉委員会な

千里駅前の府営住宅の建て替えにあたっ

回
「いきいきサロン」
を開催している。南

育てサロン
「あんあん」
、
市民ホールで月

れ、
気にかけてくれる隣人がいて、
自分の

は、
住民同士のゆるやかなつながりが作ら

誰もが暮らしやすいまちとなるために

ていると言えるのではないだろうか。

他の団体福祉施設との相乗効果が生まれ

佐竹台スマイルプロジェクトの行動原

などを通じて、まず
「チャレンジ」
しても

千里佐竹台」の１階部分に広い集会室が

可能性に挑戦しつつ、
地域に暮らす誰かの

“さたけん家”とが共催で
“新障がい者週

らうことを連続的に行い続けている。中

設置され、
週 日、
住民たちの運営による

1

け教室での高校生・中学生による学習支

レンジする機会を多く作っている。さた

にしても、
子育て中の母親にしても、それ

「佐竹台サロン」
が開かれている。高齢者

コミュニティカフェがあることで、さら

ためになる役割を果たせる場が必要だ。

を引き出しているのである。

る。
“さたけん家”
は佐竹台がもつ可能性

に他の居場所、
拠点との相乗作用が生まれ
しかし、
“さたけん家”
が生まれたこと

まで地域内に居場所がないわけではな
日常的な対面で遂行されている。福祉の

により、
立ち寄る場の選択肢が増えたり、

援は珍しい取り組みのように思う。意見

まちづくりのプロセスとして、
①ニーズの

住民の地域生活の幅が広がったのは確か

かった。

1

交換・調整はネットのグループメールと

6

1

間”
の取り組みを行った。
“さたけん家”
と

でも、
大学生・中高生など若者たちがチャ

員会もおひさまルームにおいて月 回子

12

1

アセスメント、
②プランニング、
③実施、が

45

2

ネットワーク北芝”
が開催した
「子どもの

は、箕 面 市 に あ る
“
（ 特 活 ）暮 ら し づ く り

宰者である水木さんと初めて出会ったの

②地域福祉視点：志援型福祉活動と地縁

ている点

貧困問題を分析し、その対応策を提案し

①実践研究視点：日本における子どもの

４点が指摘できます。

しい点は、いろいろありますが主に次の

佐竹台スマイルプロジェクトのすばら

応できない事態が頻繁に生じている。ま

問題が顕在化し、
現状の人材ではそれに対

る経済的不平等、
虐待、
精神的不安定等の

「教育現場では、
不登校、いじめ、
貧困によ

問題」
と位置づけ、これらの課題に対して

システムの変化がもたらした
「新しい貧困

の多様化・拡大化・複合化について
「社会

セーフティネットの崩壊による生活問題

はじめに

貧困問題を考える学習会」
でした。偶然、

型地域福祉活動を融合させて企画 実践

お願いしたりしています。

学の授業や福祉教育研究会で実践発表を

を連れて見学にうかがったり、
大阪教育大

組んでおられる実践から学びたいと、
学生

銘を受けました。その後、
水木さんの取り

ともあり、
吹田市での水木さんの実践に感

福祉活動計画の策定委員長をしていたこ

実践研究視点：

を展開している点

もの可能性を信じ、
自己有用感を育む実践

④従来の
「恩恵的福祉支援」
ではなく、
子ど

成につながっている点

る居場所での
「ナナメの関係づくり」
の形

③福祉教育視点：子どもたちが安心でき

を展開している点

は相対的貧困の状態に陥っています。こ

指摘されるとおり、
今まであまり注目され

連鎖性・無責性
（子どもに責任はない）
」
が

状況になっている 」
と述べています。

教育機関だけでは十分な対応ができない

た家族からの要望や要求に対して、
現状の

私が、
佐竹台スマイルプロジェクトの主

席が隣同士になり、
私が昨年、
吹田市地域

佐竹台スマイルプロジェクトのすば

のような状況のなかで、2014年 月

月に出した提言
ソーシャルワーク専門職資格の再編成

「近未来の社会福祉教育のあり方について

分 科 会 が2008年

日本学術会議社会学委員会社会福祉学

その対応策を提案している点

日本における子どもの貧困問題を分析し、

テ ィ カ フ ェ は 人 を、町 を、変 え ら れ る の

グラム検証・提言助成事業に
「コミュニ

2015年度にトヨタ財団国内助成プロ

佐 竹 台 ス マ イ ル プ ロ ジ ェ ク ト は、

らしい点

･

もの貧困率は ・ ％で実に 人に一人

てきませんでした。2012年度の子ど

そして、
子どもの貧困問題は、
「潜在性・

1

3

6

日に
「子どもの貧困対策法」
が施行され

1

16

どもを対象に取り組まれている活動に注

今回、
佐竹台スマイルプロジェクトが子

チ
（実践研究）
であるといえます。

展開されている優れたアクションリサー

漠然とした不安を抱えた社会での引きこ

「自殺者やホームレスの増加」
「明日への

「ひとり暮らし高齢者や、
高齢世帯の急増」

隣等のインフォーマルサポートの脆弱化」

に向けて 」
では、
日本の現状を
「家族や近

融合させて企画 実･践を展開している点

志援型福祉活動と地縁型地域福祉活動を

従来、インフォーマルな支援
（共助 近
目した意義と可能性を、
福祉教育の視点か

地域福祉視点：

る点があげられます。

その具体的で優れた対応策と提案してい

な子どもの取り巻く厳しい状況を分析し、

ました。今回の助成事業では、このよう

17
もりや孤立と行った現象の増加」
等により

か？」
のテーマで応募し採択され、
実践を

7

らお伝えできればと考え、
寄稿しました。

|

|

助）
は、
志援型
（テーマ型・アソシエーショ

･
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プロフィール ： 大阪教育大学教育学部教養学科人間科学講座准教授。1978年から21年間肢体不自由児施設にてソーシャルワーカと
して従事。2003年4月より大阪教育大学現職。著書：
『新・福祉教育ハンドブック』全国社会福祉協議会、2014、
『なぎさの福祉コミュニ
ティを拓く-福祉施設の新たな挑戦』
(編著)大学教育出版、2013

践が難しいといわれてきました。

想いの強さや考え方の相違もあり、
協働実

なかなか両者が融合した実践はお互いの

協働の必要性を指摘されていましたが、

ン型）福祉活動と地縁型地域福祉活動の

サッカー等習い事の先生と

保護者以外の大人たちとの交流も、
塾講師

るとさえ言われています。例えば、
教師や

テの関係」
と
「ヨコの関係」
に限定されてい

都市型地域では、
多くの子どもたちは、
「タ

が必要不可欠です。特に、
吹田市のような

「次代を担う自立した青少年の育成に向け

2007年の中央教育審議会が出した

む実践を展開している点

どもの可能性を信じ、
自己有用感を育

従来の
「恩恵的福祉支援」
ではなく、
子

た商店主さんはじめ、お互いに名前で呼

動を、
地域住民や場所を提供していただい

居場所づくりを目的とする志援型福祉活

は、コミュニティカフェによる子どもの

なってしまいます。
「ヨコの関係」
は、
仲の

任感が強く働き、子どもたちは受け身に

係」
です。
「タテの関係」
では、
大人側の責

「タテの関係」
と、
同級生同士の
「ヨコの関

いった、大人が教え子どもが学ぶという

への負担感が大きいなどの理由により、
意

げ、
「意欲を持っているが、
行動すること

欲を行動に移す段階でのつまずき」を挙

では、
青少年の様相とその原因として、
「意

伴った成長を促す方策について （答申）
」

やピアノ

び合える小学校区の福祉委員や地元住民

良いときはいいのですがクラス内で一旦

欲を実現するための行動に移せず、
行動す

しかし、
「佐竹台スマイルプロジェクト」

の方々の協力によってなり立っている点

トラブルを起こすとクラス内での居場所

る前にあきらめている」
、
「意欲を持って

青 少 年 の 意 欲 を 高 め、心 と 体 の 相

です。このような志援型と地縁型の協働

がなくなってしまう可能性が高いので、
緊

おり既に行動したが、
失敗したこと等によ

してコミュニケーションを深め、
共にここ

や幼児や高齢者といった異世代交流を通

子どもたちが親や教師以外の大人たち

ない」
と述べています。

挑戦しようとする意欲を持って行動でき

る徒労感、
絶望感から抜け出せず、
改めて

て

による地域福祉実践を提言し実践してい

張感も強いと言われています。

福祉教育視点：

「第７回世界青年意識調査報告書
（平成

年１月）
」
をみると、
「自分自身が誇れる

ろを響き合わせる暖かいやさしい関係づ
係を
「ナナメの関係づくり」
と呼びます
（図
）
。
「佐竹台スマイルプロジェクト」
では、

もの」
について、すべての項目で、
韓国や

わる学生たちといった多様な大人たちが

地元住民や商店街の人々、学習支援に関

国中最も高い割合となっています 。

答した割合は ・ ％で、
図 の通り カ

なっており、
逆に
「誇れるものはない」
と回

アメリカ等の諸外国に比べて低い内容に

育現場の逼迫する危機的状況を考えると、

関わり、
子どもたちもクラスを超えた多様
を構築しているといえるでしょう。

「佐竹台スマイルプロジェクト」
のような
も極めて重要です。子どもたちが、
教師と
親以外の大人たちとの出会いと交流を通
4

してコミュニケーションを深め、
共に学び
4

2

5

「JOB CAFE」
や
「子どもの教室」
の実

も た ち の 学 習 支 援 の 場 だ け で な く、

ミュニティカフェのもつ機能として、
子ど

「佐竹台スマイルプロジェクト」
は、コ

3

けではありません。不登校 いじめ等、
教

16
な相互交流の中で、
「ナナメの関係づくり」

1

地域における福祉 教育支援の取り組み

子どもたちを護り育むのは学校教育だ

子どもたちが安心できる居場所での
「ナナメ

|

くりが必要不可欠であり、このような関

デルになることを期待します。

くことで、
今後の地域福祉実践のロールモ

･

の関係づくり」
の形成につながっている点

|

2
3

8

･

育ちあうという意味での
「地域福祉共育」
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･

践では、
子どもたちが将来の夢を自分たち
で考え共に学びあうことによって、
子ども
たち自身が自己有用感を育むことができ
る、キャリア教育や福祉教育・ボランティ
ア学習の機能ももっているといえます。

おわりに
2015年度
「コミュニティカフェは人
を、
町を、
変えられるのか？」
のテーマで、
トヨタ財団国内助成プログラム検証・提
言助成事業を受けることができ、
報告書を
作成し応募し発表の機会を得たことで、
今
後、
子どもの居場所づくりや学習支援、そ
の他貧困の連鎖を防止するための事業を
検討している行政 社会福祉法人や、
既に

待します。

ロールモデルとして参考になることを期

竹台スマイルプロジェクト」が少しでも

NPO･ ボランティア団体にとって、
「佐

事業を始めている行政や福祉法人および

･
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