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▲風の村なりたの活動例。 活動の担い手を求め、活動提案を手紙にし 

地域の人たちへ送った報告書の一部です。 

 

コミュニティケア街ねっと 
 コミュニティデザイン担当 畑本 

▲コミュニティデザインの流れ。安心・安全に行えるよう工夫します。 

▲仮設青空カフェで、近隣の人たちにニーズをヒアリング。 

コロナ禍ですっかりオンラインにも慣れてきた

今日この頃です。地域づくりのノウハウを、事例

を知ることを通して学んでいきたいと思いまし

た。５人の紹介者の話から印象的な話のフレー

ズを挙げておきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

コミュニティデザインの山崎亮さんも地域づく

りを学ぶ最短の手法は、事例をたくさん知ること

だと言っていました。 

推進員 新保 

 

 

Withコロナでの活動を考える 『ちえのわ』 

事例発表と意見交換会 

 

「新型コロナ」で活動の停止、縮小をせざ

るを得ない団体が多くなっています。一方

で、生活不安を抱える人が増えています。

団体の活動の仕方について、知恵を出し合

い、次の一歩を見つけましょう。 

  

…… 2021年 2月 10日（水）14:00～16:30 …… 

<1部>  

コロナ禍での地域のニーズと活動について「事例報告」 

<2部> 

 「事例報告」をもとにした意見交換 

①～⑤のテーマに分かれて事例報告団体との質疑応答

と意見交換、みんなで共有 

【事例報告】 

①子ども食堂からその先へ 

とうかつ草の根フードバンク/高橋 亮さん 

②心と体が喜ぶウオーキング  

ＮＰＯ法人船橋ウオーキング・ソサエティ/佐藤 ヒロ子さん 

③ママになったその日から一緒に子育て 

（一社）マザーズコンフォート/大谷 明子さん 

④無料学習教室の現場から  

NPO法人ダイバーシティ工房/宮坂 奏子さん 

⑤コロナ禍における自然体験活動 

NPO法人千葉自然学校/富田 拓郎さん 

２０２１年７月、成田市下松崎にある生活クラブ風

の村なりた現施設の隣に、新施設がオープン！小規模

多機能と重症心身障がい児施設が併設。玄関脇の土間

をはじめ各所に活動スペースを設けています。あらゆ

る人たちがゆるやかにつながる安心の居場所、街の縁

側となることをめざし、ボランティアや消防署の人た

ちなど、すでにつながっている人たちと活動づくりを

一緒に考えていくことから始めようとしています。コ

ロナ禍の中試行錯誤を重ねながらも、活動の担い手を

求めて取り組みを進めています。 

コロナ禍の中でも活動の担い手を求めて 

２０２１年３月、八街市吉倉に生活クラブ風の村

の小規模多機能「なっつらぼ」がオープン！地域の人

たちのための活動スペースがあり、「料理好きの人が

シェフを担当するカフェ」や「得意を活かした講座」

を展開予定。地域の人たちと長い時間をかけ温めて

きた企画の実現です。 

豊かな自然のなかにすてきなカフェ出現！ 
 

現在、生活クラブ千葉グループ各拠点では studio-L、

NPO クラブやコミュニティケア街ねっとを委託先と

して、コミュニティデザイン事業が展開されていま

す。各拠点が持つ、「今までの地域活動で培った経験」

と「蓄えた地域の情報」という２つの財産を元に、安

心システム・街の縁側推進室と連携し、コミュニティ

デザインという機会や手法を用いて地域で「人がつな

がる」ことの実現をめざしています。 

経験と地域の情報を活かして「つながる」 

コミュニティデザイン活動の中で大切にするの

は、「正しい」より「楽しい」。課題解決への取り組み

は真面目に考えるばかりでは長く続きません。活動

チームメンバー自らが楽しいと感じ、また、地域の担

い手となる人たちにも楽しいと感じてもらえるよう

に、楽しく取り組めるような視点やしくみを見い出

し、取り入れていきます。 

大切にするのは「正しい」より「楽しい」 

コミュニティデザイン活動は、ものを作らず、人が

つながるしくみをつくります。各拠点で活動チームを

作り、その役割は、地域の課題をそこに住んでいる人

自らが解決する支援をすること。 

コミュニティデザイン活動とは… 

コロナ禍の今だからこそ、地域の人たちが「居場所」

や「つながり」を見直すことを通じて、「いきがい」

を見つけ出していく機会を、一緒に考えていくことが

必要なのかもしれません。 

今後もコミュニティデザインの輪は広がっていき

ます。みなさんの地域でお会いできるのを楽しみにし

ています。 

 

おわりに… 

貧困は解決できないが公平性にとらわれない

支援が大事！民間だからこその迅速な支援 

母との関係性が悪く家にいたくない…家での

居場所がない 10代の女の子が増えている 

民間シェルターを立ち上げる 

生きづらさを抱える子どもたちへの支援… 

「無料学習教室」+子ども食堂で前向きな変化 

～ Withコロナでの活動を考える 『ちえのわ』 ～ 

   参加してきました！  沢山のWish・Can・Needを感じました！ 

 

推進員 新保 

■ 2020 年度の安心システム実践交流会は、コロナ感染症拡大にともなう緊急事態宣言の

ため年度内の開催を中止しました。感染状況を見ながらあらためて開催を検討します。 
 

■ ２月に配布した「安心システム・街の縁側ガイドライン 2020 改定版」の説明に伺います。 

お気軽にお問合せください。 

 

 みつけよう！ 

おしらせ 

・・‥‥‥ Talk・Talk ・・・・・・・・・・ 

しくみをつくる コミュニティデザイン 

【主催：千葉県  企画運営：NPO クラブ】 

 

推進員 新保 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コロナ禍で昨年 3 月からお休みしていた「風の

ロッジだれでも食堂」を、フードパントリーという形

で 7 月に再開しました。地域に食材寄付を呼びか

けたところ、市内のパチンコ屋さんがお菓子を、学

校の先生が自家用野菜を、デイサービス利用者家

族がラーメンを、そして虹の街組合員や風の村職

員がお米や調味料を提供してくれました。それらを

袋に小分けし、感染対策のため風のロッジ外のデ

ッキで短時間に手渡していきます。（写真 上） 
 

栄養士の資格を持つスタッフの 1 人が作成した

季節に応じたワンポイント食育メッセージカードや

子供向けに塗り絵を配りました。後日届いたカラフ

ルな塗り絵はロッジの外に展示して楽しんでいま

す｡(写真 下) 
 

♪元気でしたか？ 

♪お子さん大きくなったね！ 

など、久々のスタッフとの出会いでお互いの繋がり

を確認できて安心します。毎月お腹が大きくなり励

ましていた妊婦さんが、先日赤ちゃんを抱っこして

無事出産したことを報告してくれました。みなさん

一様に食堂再開を待ち望んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心システム八街 安心コーディネーター 

冨永ゆみ 

 

多世代交流拠点 おおなみこなみ 

【NPOクラブ】 

千葉市花見川区   

℡ 070-2157-1673 

■OPEN■ 

火～土曜日 
 

年代を超えた交流がより活発になることを目指して、

健康体操や英会話講座、コンサート等を開催。 

利用者の自主活動として「編み物サークル」「おにぎら

ず」も定期開催しています。常設の「おやこカフェ」コ

ーナーには絵本や玩具もあり、親子でもゆったり過ごせ

ます。オープン時間は曜日によって異なりますので、

facebookや電話でお確かめください。 

スペースぴあ茂原 

【風の村スペースぴあ茂原】 

茂原市本納    

℡ 0475-34-3210 

■OPEN■ 

第 1水曜日 

 

 

コミュニティカフェ「さぼうりあ」では、童謡や愛唱

歌の歌唱、談話を実行委員会形式で運営しています。

スペースぴあ向かいの耕作放棄地を整地し造成した花

壇「ぴあアミューズメントファーム」は職員と事業所の

利用者で花の手入れをしています。少しずつボランティ

アが参加できるような体制へ移行するのが目標です。 

 

街の縁側 大津ヶ丘 

【W.coういず】 

柏市大津ヶ丘   

℡ 04-7191-5775 

■OPEN■ 

月曜日～土曜日 

10：00～15：00 

 

大津ヶ丘商店会の一角にあるコミュニティカフェ

「ふれあいカフェ・クルトコ」が会場です。柏市社会

福祉協議会の通いの場助成金事業で、運営主体は

地域のボランティアです。ういずは、運営のサポート

をしています。”子どもから大人まで誰でもふらっと

来られるところ“が名前の由来です。近隣小学校や商

店会、近隣農家、地域ボランティアの協力で、こども

食堂やカシニワ緑化活動、街の図書館など商店会活

性化に向けた活動が続いています。 

 

街の縁側 清水 

【W.co紙ふうせん】 

野田市清水  

℡ 04-7123-3965 

 

 

女性ひとりでも入りやすいレストランです。就労継続支

援Ｂ型事業も行っているので、障がいがある利用者が配

膳してくれます。着付けや編物教室、オレンジカフェ…と

地域の方たちが集います。 

子どもからお年寄りまで一緒に食事ができる「みんなの

食堂」も運営しています。また、制度外の生活支援サービ

ス事業にも取り組んでいるので、困っている方に寄り添っ

てお手伝いしています。 

 

街の縁側 松葉町 

【W.coういず】 

柏市松葉町 

℡ 04-7134-7201 

■OPEN■ 

月曜日～土曜日 

10：00～16：00 

 

ういずの本部がある民家ギャラリー結では、健康麻雀、

太極拳、絵手紙など趣味の教室や、各種の介護予防教室

を開催しています。高齢者の生活支援、居宅訪問サービス

Aや生活クラブ虹の街のエッコロ日常生活支援サービスも

実施しています。 

現在は、休眠預金等活用法に基づくコロナ対策支援事

業として、キッチンカーを活用してひとり親家庭や生活困窮

家庭に食材や食事の提供を行う事業「キッチンカーで

GO！」を実施中。寄せられたお困りごとが解決できるよう

に地域の人や団体に繋いでいます。 

 

よってって松葉町 

【虹の街柏ブロック】 

柏市松葉町 

℡ 04-7134-0697 

■OPEN■ 

週 2回 
 

デポー松葉町のカフェスペースを解放して、組合員だ

けでなく、地域の方にもお友達同士とおしゃべり、お買い

物時の休憩、ひとりで読書…など気軽に自由に利用して

もらえる場所を提供しています。時々、地域で活動する

作家の制作発表も企画しています。まだまだ利用者は少

ないですが、松葉町の地域の方の力を借りながら、みな

さんの“居場所“にしていきたいと思っています。 

風の村サロン 

【風の村なりた】 

成田市大竹  

℡ 0476-28-5544 

■OPEN■ 

第 2金曜 10：00～12：00 

 

 

 

 
   
地域の高齢者を誘って、詩吟や唱歌、運動、おしゃ

べりなど介護予防のための企画をしています。地域

包括支援センターや栄町社会福祉協議会、民生員の

声掛けで、企画チラシの配布や回覧板への掲載をし

てもらっています。 

ひろがる・ひろがる 
街の縁側の目的は、地域共生社会の実現です。 

だれでも気軽に訪れることができる場、気軽に相

談できる場、ゆるやかな社会参加をつくる場です。

現在、生活クラブ安心システムには8拠点の街の縁

側が登録しています。推進室では今後街の縁側交

流会を計画しています。 

※ 【  】内は運営団体です。 

WITHコロナ 

～八街から～ 

▲「キッチンカーdeこども食堂」で、 
月５回 毎回５０食限定でランチの無料配布 

 

▲暮らしさぽーとサロン。作業療法士が、
運動機能の改善などの相談に対応。 

 

◀隣接地に小規模多機能と重症
心身障がい児施設を併設した

新施設を建設中（ｐ１参照） 

 


