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「なぜ？」を解決して
明日につながる活動へ
２０１９年度

まちづくり活動学習交流会を開催しました！

２０１９年７月１１日（木）

なぜ生協がまちづくりをするのか

≪参加生協≫１２生協

～つながりから生まれる新しい可能性を探ろう～

コープみらい・コープみらいくらしの助け合い
の会（プチトマトの会）・パルシステム東京
東都生協・東都生協くらしの助け合いの会ほっ
とはんど・八王子保健生協・東京ふれあい医療
生協・東京ほくと医療生協・北多摩中央医療生
協・三多摩医療生協・住宅生協・東京都生協連

生協間だけでなく、他団体とのつながりも視野に入れ「誰もが安
心して暮らし続けられるまちづくり」がさらに地域で広がってい
く社会を目指して開催しました。

「生協がなぜまちづくり活動をするのか」
生協は、くらしや地域の様々な課題を、人と人との助け合いの中で解決すると
いう、まちづくり活動をするためにうまれた組織といえます。生協間や、行政、
他団体とのつながりを強めてまちづくり活動に取り組むことは、生協として、
今やあたりまえの活動として一緒に広げていきましょう。

地域にどう関わるか？

東京都生協連

秋山専務理事

アプローチ１：事業の力を活かして

アプローチ２：組合員活動を通して

配送トラックなどのインフラを活
用して日常の買い物支援や見守り
に貢献する生協。

組合員活動を活かして地域社会づく
りに参画する人を少しずつ増やして
いく。

私たちがまだ知らない、気がついていない地域の課題を、自治体、社会福祉協
議会、地域包括支援センター、専門的な知識を持っている方、団体と一緒に知
恵を寄せ合い、明日につながる活動をすすめましょう。

「東都生協くらしの助け合いの会ほっとはんどの活動について」
●高齢化が進む中、少しずつ増えている「困難事例への対応」
他では引き受けてくれなかった心気症の

2018 年度の対応内容

方、認知症の方や障がいのある方も、同
じ地域の生活者であり、組合員として対
応している。

活動

組合員同士の対等・平等な関係を大切に
した有償の助け合いの活動は、同じ生協
の組合員同士という安心感と信頼関係で

東都生協くらしの助け合いの会

困難事例も対応は可能と感じている。

ほっとはんど代表幹事

そのためにも援助する会員を増やしたい。

佐藤けさ穂さん

1

「生協で取り組む地域共生社会づくり」
「地域共生社会」そして「やらされる福祉」から「やる福祉」へ
元々は、自然界で自然発生的に生まれていたものだが、現代の社会におい
ては誰かが人工的に作っていく事が必要になってきている。そのひとつに
介護の社会化、子育ての社会化など「つながりづくりの社会化」がある。
互助の組織である生協の理念と地域共生社会の考え方の大部分は共通し
ている。地域共生社会づくりに関わっていく中で、「やらされる福祉」か
ら「やる福祉」への考え方の転換が必要。
首都大学東京人文社会学部
人間社会学科准教授

室田信一さん

「私たちにできること」
現代では、かつては当たり前だった家族での支えあいが弱く
なり、日本のセーフティネットの構造からも取りこぼされて
いる人や、社会的に孤立している状態に陥っている人など
「社会の中で生きづらさ」を感じている人が増えてきていることが、なぜまちづくりに取り組むかの「な
ぜ」につながっている。「社会の中で生きづらさ」を感じている人の多くは、会う人も、用事もなく、カ
レンダーが来月も再来月も真っ白。カレンダーを少しでも埋めることができるように、また、顔が思い浮
かぶ相手ができるように、人と人のつながりをつくることがわたしたちにできることではないか。

まちづくりの活動トピックス・コープみらい、
東都生協の助け合いの会の活動パネルを展示

2030 年には、東京の人口、世帯数はどんな風に変化し
ているのか、地域生活研究所の三浦一浩さんにデータ
で解説していただき、参加者みんなでタイムスリップ
して考えるワークショップを行いました。
≪話し合ったテーマ≫
「考えられるワーストシナリオを出し合おう」
「こうありたいベストシナリオを出し合おう」
「今、何をしたらベストシナリオに近づくのか」
「そのためにつながりを持ちたい団体は？」

ワーストシナリオの「生協は無くなっている」
という意見にドキッとさせられたグループも
ありました。どうしたらベストシナリオに近づ
けるのか、話し合いました。
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自然派くらぶ生協×恵泉女学園大学×福島とつながる種まきプロジェクトネットワーク

福島と多摩に暮らす子ども達が
一緒に過ごす夏休み

福島キッズ「リフレッシュ＆エコキャンプ＠恵泉」

ッズ「リフレッシュ＆エコキャンプ＠恵

いた福島の子ども達の暮らしが一変した

豊かな自然に恵まれ、のびのびと育って

【泥まみれになりながら自然を満喫】

泉」は、福島第一原発の事故により、野外

震災から８年。未だ避難先で暮らす人も多

自然体験を主とした２泊３日の福島キ

活動が制限されてしまった福島の子ども

く、放射能の影響を受けやすい子ども達に

施することで、子ども達の心身をリフレッ

達を多摩に招いて、思いっきり自然の中で

主催しているのは恵泉女学園大学で、学

シュしてもらっています。そして、改めて

外遊びをさせるのを不安に思うご家族の

生や教職員有志が中心となり、「自然派く

東京の子ども達にも福島のおかれた厳し

活動してもらいたいと、２０１３年から実

らぶ生協」「国立市や多摩市などの多摩地

い現状を知ってもらうことができる貴重

方もたくさんいます。このプログラムを実

域市民」「福島とつながる種まきプロジェ

な機会となっています。

施されています。

クトネットワーク」の地域連携で展開して
います。

・ソーラーパネル見学
・草花クイズ
・新聞づくり（グルー
プフラッグ）

３
日
目
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キャンプのテーマは「食と農」「都市と
農村 」
「自然エネルギー」
「健康づくり」
。
福島の子ども達だけではなく、多摩地域
の子ども達も一緒に参加、交流をすること
で、ともに未来を考える機会としていま
名の子ども達が、恒例となっ

す。第６回となる今年度は、８月３日から
５日、総勢

た恵泉女学園大学南野キャンパスに宿泊

２
日
目

・里山の話
・田んぼの生き物調査
・野菜の収穫体験
・押し花しおり作り
・人間日時計体験
・アニマルウェルフェ
アって何？
・花火

先生に教わりながらの調査活動

泥まみれで生き物を探す子ども達

２９

し、連日の猛暑にも負けず、盛りだくさん

１
日
目

・和太鼓体験
・流しそうめん
・夕涼みコンサート

のプログラムを楽しんでいました。
≪主なプログラム≫

【体験する・学ぶ】
このキャンプでは、地元の方々や市民団
体、引率してきてくださった福島の方々と協
力しながら、恵泉女学園大学が得意とする有
機農業や園芸に関する体験学習をいくつか
組み込んでいます。学生の皆さんが講師とな
って「食べ物の循環」のお話をしてくれたり、
材にしたり、草花クイズで盛り上がったり、

子ども達が宿泊するキャンパスには、立派

【食で支える自然派くらぶ生協】

大学の農場の野菜を収穫して晩ごはんの食
押し花のしおりを作ったりすることで、福島

す。管理栄養士の資格をお持ちの菊地理事長

【地域とつながって】

２回目以降のキャンプから続いている

のは、「多摩おやじの会」による流しそう

めんや夜の花火、「せいせき鼓桜」による

和太鼓ワークショップ。「ぶぅふぅうぅ農

園」による放牧豚のモモ焼きなどは、地域

の方々との協働プログラムです。

キャンプ最終のプログラムは、グループ

フラッグづくり。３日間のキャンプを振り

返り、たくさんの夏の思い出をお土産に、

福島の子ども達は東京を後にしました。

「このキャンプを通して、福島と多摩地

域の子ども達の絆の輪がさらに広がり、少

しでもこれからの未来を切り開く力にな

ってくれればと思っています。」と恵泉女

学園大学の教授で、「福島とつながる種ま

きプロジェクトネットワーク」共同代表の

澤登先生がお話されていました。
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自 ら が 作 成 し た 献 立 で 、調 理 指 導 を し な が
ら、ボランティアスタッフのみなさんと一緒
に腕を振るいます。食材は、自然派くらぶ生
協自慢の安心食材を中心に、地域の団体から
提供していただいたものや、子ども達の収穫
した野菜などで献立を考え、朝早くから仕込
みます。
取材に伺った日の
ランチは、自然派くら
ぶ生協の組合員に人
気の鶏ひき肉とお豆
腐をそぼろにして作
ったドライカレーと
ナゲット。みんな残さ
ずきれいに食べてい

田中麻里氏によるアイリッシュハープの演奏

菊地理事長
ました。

グループフラッグ作り

自然派くらぶ生協

と東京の子ども達が一緒になって、自然から な 厨 房 の 恵 泉 オ ー ガ ニ ッ ク カ フ ェ が あ り ま
の恵みのありがたさを学んでいました。

大学の教育農場で収穫体験
学生さんによる野外教室

澤登教授

荒川区
まちづくり活動トピックス!!
２０１９年６月８日（土）開催

な様子を商店街のお店の方も店先で微笑まし

もたちで商店街がにぎわっていました。そん

とも楽しそうにおしゃべりしながら遊ぶ子ど

自慢気に技を披露する大人や、初対面の大人

かしい遊びに思わず足を止めて子どもたちに

いる商店街の道が、この日だけは別世界。懐

普段何気なく歩いたり買い物をしたりして

の人たちの健康相談にも応じました。

隣には健康チェックコーナーを併設し、地域

んでひと休みしていました。また、カフェの

外で遊んで乾いたのどを潤し、お菓子をつま

フェ」には子どもや大人達が大勢集まり、屋

してオープンテラスでおこなった「コープカ

この日、いつもの「熊まねき堂」を飛び出

普段とは一味違う開放的な「コープカフェ」

は、梅雨入り後の蒸し暑さの中、東都生協が

い表情で見守ってくださっていました。ある
衣料品店主は、「商店街が元気になってうれし

用意してくれた冷たいお茶やお菓子でひと息

100ｍにわたり賑わう商店街

つく人や、健康について相談する人など多世

代が集う場となりました。
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い」とにこやかに話してくださいました。

道で遊んで「ご近所さん」交流

商店街があそびの場に

「ご近所さん」との交流の場が失われつつ
ある中、昔は当たり前だった道ばたでの遊び
を復活させ地域に暮らす多様な人々をつなげ
あうことを目的に、６月８日（土曜日）昔な
がらの遊びを楽しむイベント「みちあそび」
を開催しました。開催場所は荒川区の熊野前
商店街。
「荒川区まちづくり コープのなかま・荒
川」が主催となり、社協をはじめ区内で活動
する子育て支援グループや高齢者施設など１
３団体が共催・協力し、道路約１００㍍を歩
行者天国にしてシャボン玉やベーゴマ、電車
ごっこ、紙芝居など道あそびを楽しみました。

東京ほくと医療生協と東京ふれあい医療

生協の健康チェック＆健康相談コーナー

巨大将棋＆オセロ

ジャンボなシャボン玉に挑戦

コープみらいは牛乳パックで
フリスビー作り
この日の参加者は約８００名。

団体 の 他にも 、たくさんの 大学 生

ボランティアがお手伝いに駆けつ

け、子ども 達と一緒に遊びました 。

参加した子どもたちからは、
「今度は

いつやるの ？」 と早くも 次回 を期 待

する 声が。 大人 と子どもの 心が通 い

子どもが大好きなケンケンパ

合った 地域 づくりの 一歩 となりま し

た。

電車は学生ボランティアの手づくり

今日だけは堂々と道に落書き

子ども VS 大人のベーゴマ対決

最後のお掃除も遊び感覚で

企画に協力した団体はこちら！
あらかわ冒険遊び場の会、NPO 法人子ども劇場荒川･台東･文京、ＮＰＯ法人ワーカーズコープ、あらＧメン、
荒川コミカレ６、多言語パーク、手づくりおもちゃの会、東京したまち紙芝居、グループホームなごみ、
信愛のぞみの郷、荒川区社会福祉協議会、荒川区、一般社団法人 TOKYO PLAY、熊野前商店街のみなさん
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組合員が主体の通所型サービス

食のホットサロン
練馬「パルの家」

パルシステム東京では、地域住民による高齢者に対する見守りや支え合いの取り組みを広げるために、地域
の居場所作りをサポートしています。生協間で連携しての見守り協定を進めていく中で、練馬区から「田柄地
区には高齢者のサロンがないのでぜひやってくれないだろうか。」と要請を受け、2018 年 5 月に、3 番目の通
所型サービスとして「練馬『パルの家』」をパルシステム東京練馬センター内でスタートすることとなりまし
た。始めるにあたっては地域の組合員にボランティア説明会を開き、現在３名の組合員ボランティアによって
運営されています。毎月第一、第三水曜日の 2 回。参加者も担い手も一緒に、おしゃべりから軽い体操、ラン
チ、その日の企画などで楽しいひとときを過ごすサロンです。
今回は七夕の近い７月の初めに伺ってきました。
参加されている皆さんは、自転車や徒歩でサロンに来られるご近所に
お住いの方ばかりで、このサロンの開催を毎回楽しみにされています。
この日は５名の参加者と練馬区役所の高齢者対策課のお二人も交えて
まずはゆったりとしたおしゃべりタイムからスタートしました。皆さ
んが和んできたところで、次は音楽に合わせて座ったままでもできる
体操で筋力アップ！組合員ボランティアの戸田さんのお手本をまねて

組合員ボランティアの戸田さん（右）福田さん（左）

体を動かします。戸田さんは介護予防指導員の資格とアロマテラピーアドバイザーの資格をお持ちです。
「近くにサロンができると知って、資格を活かしてボランティア活動ができそうと思い、応募しました。皆さ
んに喜んで頂いてやって良かったなと思っています。」と優しい笑顔でお話してくれました。同じく組合員ボ
ランティアの福田さんは、認知症予防も兼ねた音楽遊びや七夕飾りを作るお楽しみプログラムで、皆さんに楽
しんでもらっていました。「月に二日じゃなくて、毎週やってほしいくらい。」「あら、第二水曜は予定があ
るから来られないって、以前仰ってましたよね。」「あ、そうだった！」と笑いあいながらのランチタイムも
和やかで、ステキな地域の居場所でした。

本日の企画は、もうすぐ七夕が近いこともあり、みんなで七夕飾りを作って飾りました。ひとりずつ音階を担当
して「きらきら星」を歌いながら自分の音になったら札を挙げるという遊びで盛り上がりました。

「パルの家」では現在もボランティアを募集しています♪
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アロマの香りで、暑い夏の
おしゃべりも涼やかに。

