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【事務局】 みなさまおはようございます。ただいまから、「平成２８年度実施 市民活動げんき基金

助成事業実施報告会」を開催致します。本日は、お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうござ

います。本日の司会進行を務めます市民自治推進課の前田と申します。よろしくお願い致します。開催

に先立ちまして、市民活動推進委員会の大江委員長よりご挨拶を申し上げ、各委員をご紹介いたします。 

 

【大江委員長】 皆さま、こんにちは。ただいま、ご紹介頂きました市民活動推進委員会委員長の大

江でございます。委員を代表いたしまして、ごあいさつ申し上げます。 

茅ヶ崎市で実施しております市民活動団体への支援事業の主なものには、「市民活動げんき基金補

助事業」と「協働推進事業」の二つがございます。この後、午前中にご報告いただく「市民活動げん

き基金補助事業」は、市民活動を推進するための環境を整備し、市民活動の活性化を図ることにより、

活力あふれる地域社会の実現を目指すことを目的として、平成１７年度から実施している事業でござ

います。今年度の報告事業を合わせますと、これまで１２０もの事業に財政的支援をしてまいりまし

た。 

 本日は、午前中の時間をちょうだいいたしまして、平成２８年度に市民活動げんき基金から助成を

受けた１２団体の皆さんに、事業の成果をご報告いただきます。発表にあたりましては、実際の活動

状況や今後の活動の発展に向けた意気込みなども織り交ぜながら、限られた時間の中で、会場の皆様

にも分かりやすくご説明いただきたいと思います。 

 我々委員は、事前にいただいた実績報告書や事業に関する資料と、皆さまからの発表を聞いた上で、

今後の活動の発展に向けてお役に立てるよう、また市民活動を推進する立場から、質問やコメントを

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

引き続き市民活動推進委員をご紹介申し上げます。飯田委員でございます。伊藤委員でございます。

椎野委員でございます。秦野委員でございます。髙橋委員でございます。大江委員でございます。三觜

委員でございます。中川委員でございます。水島委員でございます。山田委員でございます。以上１０

名の委員で進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、本日の流れを簡単に御説明申し上げます。冊子の

１ページをご覧ください。本日は、市民活動げんき基金補助事業スタート支援事業７事業、ステップ

アップ支援５事業、の報告を予定しております。 

報告につきましては、１事業につき７分を予定しております。報告者の方は、時間内に報告が収まる

よう、ご協力ください。報告の時間管理について申し上げます。開始から３分半を経過したところで、

一度ベルを鳴らします。（ベルを鳴らす）次に、終了 1分前に、再度、ベルを鳴らします。（ベルを鳴

らす）７分経過した時点で、2 度ベルを鳴らします。（2 度ベルを鳴らす）報告者の方は、速やかにま

とめてください。1 年間の成果を７分でまとめることは大変なこととは思いますが、円滑な進行にご協

力いただきますようお願いいたします。 

 報告が終わりましたら、市民活動推進委員会委員から質問やアドバイスなどを頂きます。こちらは６

分以内を予定しています。質疑の途中で、ベルが鳴りましたら、その質疑を最後の質疑とさせていただ

きます。質問される委員及び回答なさる団体の皆様には、できるだけ簡潔明瞭なやりとりをお願いした

いと思います。また、報告会を円滑に進行するため、次に発表される団体の方は、前の団体の報告中に、

控え席で待機していただきますようお願いします。職員がご案内致します。 
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 １２団体の質疑応答が終了した後、講評、全体での意見交換を行いますので、各団体のみなさまは、

ご自身の報告が終了した後も、ご退出なさらないようお願い申し上げます。実施報告会の終了は、１３

時ごろを予定しております。なお、報告会の様子は、写真撮影をし、ホームページや広報紙、等に活用

させていただく場合がございます。また、実施団体のみなさまからも、活動のＰＲ目的のために写真撮

影をすることがございます。予め御了承いただきますようお願いいたします。 

この補助事業の原資となっております「市民活動げんき基金」は、市民の方々や事業者さまからの善

意の寄付金と、寄付額と同額を茅ヶ崎市も積み立てるマッチングギフト方式という方法で積み立て、運

営されております。昨年度より、梅田小学校の向かいにあります茅ヶ崎市体育館に設置された、「湘南

ヤクルト販売(株)様」の自動販売機、及び、小和田公民館に設置されてございます「ダイドードリンコ

(株)」様の自動販売機の売上げの一部を、このげんき基金にご寄付いただいております。また、受付に、

補助金の原資となりました市民活動げんき基金の募金箱を用意しております。ご来場の皆様も、制度の

趣旨にご賛同いただき、ご協力いただければ幸いでございます。 

 

【事務局】 それでは早速、スタート支援の団体の皆様から進めてまいります。１団体目でございま

す２２世紀茅ヶ崎の会様、ご準備をお願いいたします。ご準備はよろしいでしょうか。 

 それでは、最初のご報告でございます「子どもがげんきになるまちを創ろう！」、団体名は「２２

世紀茅ヶ崎の会」の皆様でございます。よろしくお願いいたします。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 おはようございます。２２世紀茅ヶ崎の会です。本日はよろしくお願いい

たします。 

 私たちは、きっかけというのがゴルフ場に開発をするということで、そこに公園をつくろうという

ところから始まりました。会員は20人ほどいるのですが、なかなか活動する人数が少なくて、10人ぐ

らいの人数でこの調査をどのようにしようかというところを考えました。それでまず、市が発行して

いただいておりますこの市内の地図、茅ヶ崎公園マップというのをもとに、どこに公園があるかとい

うところで調査を始めましたが、気づいたことは、このマップで探してみると意外と見つからない。

例えば、苦労して見つけて行っても、意外とわからないところにこんなにいい公園があるんだなとい

うところと、あと、その公園がやはりなかなか使われていないということがわかりましたが、これは

一時、例えばその日一日ずっと見ているわけではないので、一定の時間だけを調査してもこれは仕方

がないかなということに気がつきました。それで、これではなかなか調査ができないというところで、

それでは地域の人たちに協力をいただこうというところで、まちぢからの方々にお声をかけさせてい

ただいたのですが、なかなかちょっとまちぢからの態勢が十分にできていないというところで協力が

得られなかったというところがスタートのつまずきになってしまったかなというふうには思います。

でも、このシステムは、うまくつくって、やはり公園を地域で活性化させていく、そして、子供たち

の見守りというか、そういうもの、そしてその公園が、子供たちが本当に元気で遊べるような公園に

活性化させていきたいという形で考えていきました。そして、私たちはその調査というのをある程度、

進めたのですけれども、それをアンケートという形に切りかえて、こちらの資料のほうにもつくらせ

ていただいております。200人ぐらいの方に、いろいろな地域の方にお声をかけて、そして子供の遊び

の状況、それを今どういう形でやっているか、十分なのか、また、その公園がきちんと使われている

か、そういうところを調査させていただきました。その中で出てきた結果というのが、19ページの調

査の結果でございます。やはり、まだまだ十分に公園が使われていない、そんな中でどんな公園が子

供たちにいいのかというところで、今人気の公園を何カ所か視察に行ってまいりました。その資料が
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こちらの資料なのですが、川崎の夢パークとか世田谷の公園、あと唯一、茅ヶ崎で北５丁目、北５み

んなの公園、これが非常に地域でつくられている公園という感じで、とても友好的だなというふうに

感じました。 

 この後は、子供の遊びがこういう公園でどういうふうになるかというのを話していただきたいと思

います。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 私たちが子供のころ、本当にいろいろなところで自由に遊んだものなので

すが、公園を調べていて、大抵こういうふうに子供たち、例えばボール遊びとかできないのです。本

当に、調べていて、今の子供たち大丈夫かなというふうに思って。こちらの左側の下の詩が、平安時

代の詩なのですが、遊びをせんとや生まれけむという、子供たちが無邪気に遊ぶ姿を見て、ああ、こ

ういうのはすごく大事だなと、当時の大人も思っていたそうです。 

 それで私たちは活動の過程で、ある当時小学校５年生の子の作文と出会いました。これは、私たち

のこれからの活動の根幹をなすものなので、ちょっとお時間短いですが大事なものなので朗読させて

いただきます。「遊びは生きる力の源。遊びの出発点は、おもしろそう、楽しそうという気持ちです。

おもしろそう、楽しそうという気持ちが、やってみたいという心の動きに変わるとき、遊びが生まれ

ます。やってみたいという気持ちは、一人一人の性格や成長段階、体力や育った環境など、その人の

すべてが関係し合って生まれます。ですから、遊びの内容や遊び方は、その人の個性がそのままあら

われる世界だといえます。それぞれの個性がぶつかり合うことで友達とかかわり合い、かかわる楽し

さを知り、他の人との違いに気づき、人は周りの人々とのかかわり方を覚えていくのです。遊びは自

分自身の自由な気持ちから生まれるものですから、他人が指示したりするものではありません。遊び

の楽しさや価値は、遊ぶことそのものの中にあるので、遊びの中では他人ができる・できないという

評価をするものでもありません。自分で目標を立て、状況に応じてその目標ややり方をその場に応じ

て変えられるからこそ、遊びの楽しさがあります。そして、そうした自由な遊びを通じて、やり方は

一つではないこと、気を取り直すこと、そのときそのときに必要とされる、そのときの様子に対する

自分の考えをはっきりと決める力などが身についてくるのです。遊びは知的にも体力的にも自分の限

界にチャレンジしたいという要素を持っています。ですから当然に、ある種の危なさ、リスクを伴い

ます。子供は遊びに熱中する中で常に感覚を働かせ、自分で自分のことを守る能力を高めていくこと

ができるのです。自分のやってみたいという気持ちから出発している限り、失敗も成功も、迷いも達

成感も、そして痛みも楽しさもすべて自分自身のものです。こうした遊びの世界の中で子供たちは自

分自身を知り、自分を生かす方法や自分を守る方法を身につけていきます。遊びを通してのさまざま

な体験は、豊かな感情や、やってみたいという思いが、一つの壁を乗り越えるエネルギーを生み出し

ていくのです。遊びを通して人は自分らしさを知り、自分自身の尊厳を確かめます。そして同時に他

人の尊厳を認めることができるようになり、それは自分を生かし、他人をも生かす道へと通じていき

ます。遊びは、自分が生き、他人を生かし、他者とともに生きていく力の源なのです」ということで、

こちら、非認知能力というのですが、大学の先生たちも聞きに来ました。まさにこの子が言っている

ようなことなのです。 

 これから私たちは、このような遊びの大事さを、ちょっとマンパワーが少ないので、これから茅ヶ

崎市、どんどん子供たちのかかわる団体とネットワークをつくって、このような子供の遊び、非認知

能力というのですが、それを大事にするような、子供が元気になるようなまち、茅ヶ崎にしていけた

らいいなというふうに思っています。ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。大江委員長、よろしくお願いい
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たします。 

【大江委員長】 ご質問のある方。どうぞ。 

【伊藤委員】 非常に自分も興味深いことだと思うのですけれども、この中でちょっと気になったの

が、勉強会の開催を何度かやられているかと思うのですが、参加人数がちょっと少ない。これ、内輪

だけでやったものなのか、それとも一般の人も招いたのか。あと、一般の人も来ていいのだったら告

知はどのようにされたのか。チラシをつくっているというのはあったのですが、そこら辺いかがなの

かなと。あともう１点、やっぱり会員数がという話が最初にありましたけれども、会員増強に向けて

どのような対策をされているのかということをお聞かせいただければと思います。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 最初のほうの勉強会は会員の中での、私たち自身がまず勉強をしようとい

うことで会員だけの勉強会だったので、最初のは少なかったです。いろいろチラシをつくったり、絵

はがきをつくろうとかいろいろ考えたのですけども実際にそのマンパワーがやっぱり足りなくて、い

つも数人ぐらいのミーティングで終わってしまって、最後のこちらのほうは会員の方の私有地をお借

りして子供たちを集めて、実際にチラシを配ったり、いろいろ声をかけて、自由でのびのびとした保

育園を回ったりとかして、それでも参加者は30～40人ですか。この最後の回はオープンにして、それ

でもやっぱりマンパワー不足というのは本当に痛感したので、これからの課題は仲間たちをふやすと

いうことだと思います。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。14ページの事業成果の①を見ますと、市内の公園調

査については当初、調査項目、時間、区割りをして調査を開始したとおっしゃって、30カ所というの

がどこかに書いてありますが、これについての報告というのはあるのでしょうか。というのは、恐ら

く市の職員以外で30カ所全部を見た方というのはいないと思うので、とても貴重な資料だと思うので

す。一日いらっしゃれなかったというのはよくわかるのですけれども、30カ所の資料は何かまとめた

ものがあれば。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 それでは、お答えいたします。17ページに一部写真を載せてはいるのです。

それ以外に調査項目は決めたので、その調査項目の内容は全部まとめてはあります。30カ所というの

も、やはり地域的なところで、ある程度まとまって調べたというところがありますので、大体、北と

か中央部とか香川とかという地域でまとめてやったのです。そこの部分の調査だけはあるのですが、

それ以外のところは途中でそのように一時調べてもちょっと効果がないかなというところでやめてし

まったのですが、その調べた分の30カ所分の資料はございます。一部がこの写真です。 

【伊藤委員】 とても貴重だと思うので、ぜひホームページ等で公開されることを切に希望いたしま

す。 

【椎野委員】 いろいろとお調べになって、すばらしい事業をしていただいたなと思って感謝いたし

ております。先ほどのお話にもございましたけれども、生きる力とか、おもしろそうだとか、いろい

ろな感性が育つということが、遊びの中で育つということが、本当にこれは実証されております。そ

こで、いろいろ勉強会なさった中で、市に予算がないということはあり得ないよと、これはそれだけ

重要視していないのではないかという意見も、こちらの冊子のほうに書いてございましたけれども、

子供、これだけ調査して、必要だということがわかったならば、これを、きちんと結果を出さなけれ

ばいけないと思うのです。そのためには、遊ぶ機会と場所をどうやって、どのようにするのか、きょ

うは本当にタイムリーに、市長さんがお見えということですので、やはり子供の遊び場をつくるため

には、やはり地域住民とか市の協力を得て、そして自分たちでそれを実現に導くというようなことが

大事じゃないかなと思っております。その辺をもう少し具体的に、じゃあどうしたらいいのかなとい
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う、市だけの力じゃなくて、自分たちの自助努力も大事だと思いますので、その辺をちょっと加味し

ながら頑張っていただきたいと思っております。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 ありがとうございます。ぜひそのようにやっていきたいと思います。 

【大江委員長】 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

【水島委員】 調査等、大変だったと思います。お疲れさまでした。ちょっと感想的なもので申しわ

けないのですが、アンケートの結果というのは正直言って想定に近いものが大分やはり出てきたなと

いう印象でございました。公園ってやはり、規模とかできたときの目的とか、いろいろ違いがあると

思うのです。ですから、せっかくいろいろなものをお調べいただいているのであれば、少し、例えば

ターゲットを絞るとか、地域にある小さい公園はこういうふうにしたほうがいいとか、もう少し区分

けをして整理をしてまとめられたほうが、より調査した結果が明確に出てくるような、そんな印象を

持ちましたので、よろしくお願いいたします。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 ありがとうございます。当初のアンケートが、遊具があるかないかという

シンプルな項目で調査していたのですが、本当に公園によっていろいろ目的が違いまして、そのよう

な簡単な調査では、これはとても無理だなと思いまして。ありがとうございます。 

【大江委員長】 じゃあちょっと私から一言。私、都市計画がバックグラウンドなので、公園という

のは本当に、いろいろ考え方も整理されていますし、それから、いろいろな研究もたくさんあるので

す。もうちょっと基礎的なことを勉強されて取り組まれたら、もうちょっとストレートに成果に結び

ついたのではないかなという、最初にそう思っていたのですけども、やっぱりそこのところでいろい

ろ迷われたなというふうに思います。 

 これからもし活動をお続けになるのであれば、例えば、冒険遊び場というものも、もう30年ぐらい

の実績があるわけです。そして、いろいろなところで、いろいろな苦労をされていて、それを本当に

取り組んでみようというのだったら、そこに絞ってやられたほうがいいと思うのです。非常に抽象的

な結論になっていて、せっかく具体的な公園というものを対象にしておやりになるのだから、やっぱ

りその具体的な部分で抽象的に語られていることをどういうふうにすっきりするのかということをき

ちっと考えられたほうがいいのではないかなというふうに思いました。 

 では、時間ですね。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。２２世紀茅ヶ崎の会の皆様でした。 

 

【事務局】 続きまして、「湘南ネコ３３ 災害時ペット同行避難の普及訓練」事業、「湘南ネコ３

３」の皆様でございます。よろしくお願いいたします。 

【湘南ネコ３３】 湘南ネコ３３の阿部と申します。よろしくお願いします。日ごろ、私どもは飼い

主がいない猫、野良猫の苦情対策とか、その猫が産んだ子猫がふえないようにとか命をふやさないよ

うに、さまざまな猫問題に取り組む市民団体ではあるのですが、それとともに私どもは自分たちのこ

ととしてもペットが災害時にどういうふうに避難所とか、連れて行けるのかとかという疑問を持って

いますので、そういう飼い主さんの声が多いことから、ペットの災害時にどういうふうにしましょう

かということを普及活動しますという事業名です。 

 今も被災地で元飼い猫・飼い犬がさまよって２世代、３世代目の命が生まれて、完全にもう人には

懐かない野犬とか野良猫になってしまうことを見ても、やはりペットは必ず飼い主さんが離さずに管

理してもらうということが大切だと思うのです。そして、そのペットを連れて行けなければ自分たち

も避難所に行かないという方がすごく被災地の方でも多かったのですが、茅ヶ崎でもそういう方の声
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が多いので、どれぐらいの方がそう思っていらっしゃるのかという署名を集めたりもしました。それ

は去年、28年の３月ぐらいから５月の28日に茅ヶ崎駅でやりました署名活動で、短い間ですが、1351

名の方の署名が集まりました。その結果、やはりペットの飼い主さんが、同行できないのでしたらば

避難所には行けないとか、どうしたらいいのかという不安を持っている方が多いので、私どもはそれ

に対して環境省において災害時におけるペットの救援対策ガイドラインとか、茅ヶ崎市の避難所での

ペットの受け入れについてという冊子などをご紹介しながら、飼い主さんがそのときにどういう行動

とか用意をしたらいいのかという啓発をしていきました。そして、また大きな力となったのは、その

ためにも会のリーフレットをつくらせていただくというのが大きな軸なのですが、今、見ていただく

ものができまして、これができたおかげで説明なども簡単に皆様にも理解をしていただくこともでき

ましたし、正会員も今現在20名、賛助会員様も20名集まっておりますし、寄附なども定期的にくださ

る方も多く、会の力になりました。そのペット同行避難についての署名活動は、資料の30ページから

31でありまして、これを持って北口のところでやった写真がこの資料１、30ページの写真になります。 

 そして、同行避難の訓練ということなのですが、場所を借りるということで自治会とのお話し合い

もなかなか時間がかかりまして、実際、私どもではできなかったのですけれども、32ページの茅ヶ崎

市で梅田小学校をモデル校として訓練を実施したというこの10月15日の避難訓練と愛犬のしつけ教室

に参加させていただいて、実際の33ページ、34ページの写真にあるようなことを拝見させていただい

て、これを自分たちのものとして、これから小さくでもいいので飼い主さんを集めて避難訓練とか普

及活動をしていきたいと思っております。 

 そして、ことし29年の３月24日に、35ページの要望書をつけて署名用紙1351名分の用紙を茅ヶ崎市

市長さんに提出いたしました。 

 今後の展開としては、これを軸にこれからもペットの飼い主さんに対し、啓発・普及活動を進めて、

より具体的なマニュアルを自分たちもつくり、また、茅ヶ崎市の行政の方たちにも避難所での準備を

進めていただきたいというお話で終わっております。 

 この災害時のペット同行避難とは違うのですけれども、このリーフレットを使いまして野良猫対策

という普及をしたところ、昨年１年間でネコ３３としてＴＮＲ、ＴＮＲというのは野良猫を捕獲し、

不妊去勢手術を施し、元に戻すという手術までを１年間で、茅ヶ崎市・寒川・藤沢・二宮の地域、合

計ではありますけれども182頭の手術をしまして、子猫にかかわりましては譲渡は１年間で98匹の譲渡

をいたしました。それだけでも、やはり野良猫の苦情を減らすということにもつながったかなと思っ

ております。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【三觜委員】 避難の関係なのですが、一般に避難所って大体、茅ヶ崎の場合、公共施設というか小

中学校とかそういうところなのですけれども、多分、非常に大事なことなんだけど動物の避難って各

所で棚上げになっているというか、はっきり決まっていないというところがほとんどだと思うんので

す。各小中は避難所のマニュアルとか、これはもう整備が整っているはずなのですけれども、私の知

っている範囲では室内にはまず入れないとか、グラウンドの隅を使ってやっているとか、というよう

な形が精いっぱいのようなので、その辺の調査とか連携とか確認とかというのはされていますでしょ

うか。 

【湘南ネコ３３】 はい。おっしゃるとおりに、同行避難はできても同伴避難はできないということ
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がほとんどなので、ペットは連れてきてくださいというのは推奨されていることですけれども、実際

に避難所でどういうふうに受け入れするかというのは、この間、去年から皆さん自治会の方たちで各

自治会のマニュアルをつくっていらっしゃいますが、そこにペットの項目はなかなかないところが多

くて、あっても一番最後に「ペットは同行避難」ということを一応書かれているだけというのが実状

なので、それを具体的に記していただくということをお願いしたいということもあって、それは、じ

ゃあどういうマニュアルを載せたらいいのかというのを、私どもが今まである環境省のものとか茅ヶ

崎・寒川動物愛護協会のものとかを参考にしつつ、それを具体的に載せていただくというのはまだこ

れから時間がすごくかかることでありまして、避難所でもペットのテントやケージを用意してくだっ

さっているところは少しずつあるので、そういうのをまず、この梅田小学校がモデルという形で広め

ていきたいと思うのです。もちろん、飼い主さんに同行避難はできても、建物の中、例えば小学校の

中には一緒には入れませんよということを理解していただくということとか、自分たちでケージとか

キャリーバッグ、それからフードなどとかのものを用意してくださいというパンフレットというかガ

イドラインをこれからも普及させていきたいと思っています。避難訓練などしていますと、やっぱり

ペットはもちろん入れないということはわかりますし、じゃあどこに置こうかという、すごくこれか

ら問題が具体的に出てくると思うので、早急に進めていかなければいけないなと思っています。飼い

主さんの知識をやっぱり上げていくことが先だとは思うので、それを私たちは推進していきたいと思

っております。 

【大江委員長】 ほか、いかがでしょうか。それでは、伊藤さん。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。28ページの下の枠で「署名活動を実施し、ペット飼

い主さんの声を集めた」というふうにお書きになっていますが、ペット飼い主さんの声は、まとめた

ものがございますでしょうか。というのは、こういった普及啓発事業というのは仲間をふやすことが

まず第一目標だと思うのです。そのためには、どういった考え方をしているか、どういう問題点があ

るということを知らせるのが、人がふえ、あるいはアイデアがふえ、そして活動ができるもとになる

と思うので、今ちょっとブログを見させていただいたのですけれど、飼い主さんの声がなかなかちょ

っと見えにくいのです。いかがでしょうか。 

【湘南ネコ３３】 ブログの中では、ほとんどが里親募集とかそういうことになってしまっているの

で、この災害時についてのことは確かに載せていないのです。声を集めたというのは、署名をしてい

ただいたということで、あとその備考欄に一言コメントをという形で書いていただくという形でした。

あと、どれだけ皆さんが不安に思っているかとか、そういうことの数として声を集めたということに

なりますので、具体的にどういう考えを持っていらしたというのを書面にして今、残してはおりませ

ん。 

【伊藤委員】 とても大事なことだと思いますので、そういった声は皆さんに、市民やあるいは関係

者に見えるようにされることが望まれると思います。 

【湘南ネコ３３】 わかりました。ありがとうございます。 

【大江委員長】 ではどうぞ、椎野さん、最後に。 

【椎野委員】 今、仲間をふやすことが大切というお話がございましたけれども、会費収入が8577円

ということが計上されておりますけれども、正会員は先ほど20名とおっしゃいましたね。これで、20

名で正会員が幾らいただいていて、そしてほかにどういうようなのがあったのか明記されていないの

ですが、その辺をちょっとご説明いただきたいと思います。 

【湘南ネコ３３】 これは一口が3000円いただいていまして、１年間、これもげんき基金さんをいた
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だく前に正会員は10名集まって、その時期ちょっと記録していないのですが、今この収入はかなり集

まっておりますが、この決算のときはこういうことになりました。会費収入とこれが合わないという

ことですよね。 

【椎野委員】 そうです。 

【湘南ネコ３３】 そうですね。済みません、申しわけないです。これはもうちょっと具体的にやっ

ていきたいと思います。 

【椎野委員】 こういうこと、一番大事なことですので、やっぱり会を運営するのにはきちんとした

会費をおとりになって自分たちでやるんだぞという意欲がないといけないので、この辺をもし、これ

から先もおやりになるならば、きちんとお書きになってください。お願いします。 

【湘南ネコ３３】 わかりました。ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、以上でこの質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。湘南ネコ３３様でございました。 

 

【事務局】 それでは、紹介させていただきます。「工作やスポーツなどを通じて小中学生の興味を

引き出す事業」、トライ様でございます。よろしくお願いいたします。 

【トライ】 おはようございます。トライの代表を務めております亀田と申します。 

 まず最初に、毎回そうなのですが、こういった報告会で、いつも私一人で出てきておるのですが、

トライを立ち上げるに当たって市役所の関係ですとか、そういったことは私が引き受けましょうとい

うことで、ほか２名、実際にトライは３名で運営しておるのですけれども、きょう、いろいろ地域の

事業があったりとか、ほかにもサッカーの審判をやっている者とかがおりますのでなかなか都合がつ

かず、本日は私、亀田のみのご説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、こちらの黄色いパンフレットの40ページになります。私どものトライ、事業報告をさせてい

ただいております。こちらの補足というような形でさせていただきたいと思います。昨年度は７月24

日に木工教室というのをやりました。12月に電子工作教室、２月にセネガルの小学校との国際交流、

３月25日に野外活動ということで、後ほどスライドで個々の活動についてはご説明させていただきま

す。こちらの人数、同じように40ページにも書いておりますが、木工教室は親子という形でやってお

りますので実際、子供たち、小学生なのですが約40名、保護者40名。電子工作もこちらはハンダを使

うということでちょっとやけどの危険がありますので、皆さん親子で参加くださいということで小学

生は実際８名。セネガルの交流会というのは小学生、中学生、あとは保護者の方ということで21名で

す。野外活動も、これも火を使いますので子供単独ではなく保護者の方、一緒にお願いしますという

ことで総勢の人数でございます。 

 活動の間ですが、昨年度げんき基金により購入させていただいた主な物品ということで記載させて

いただきました。細かくは決算報告書にもありますが、野外活動などいたしますので、ファストエイ

ドキット、救急箱みたいなものです。あとは、ハンダづけしますということでハンダごて、野外活動

で使いますトランシーバー２台、野外活動での活動、子供たちに直接、写真を撮ってもらおうという

ことでデジタルカメラ、あとはセネガルとの交流会ということでウェブカメラ１台を購入させていた

だいて、物品としてはちょっと写真を並べてみました。このようなものを、げんき基金としてサポー

トいただきまして私ども、準備させていただくことができました。ありがとうございます。 

 次、活動内容をご報告させていただきます。７月24日にやりました工作教室です。これ、以前は子

供会が中心に運営をしておりましたが、子供会が少なくなっているとか、子供会の方が、運営がなか
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なか手が回らず大変だということで私どものほうに相談がありまして、一昨年は任意の保護者という

こと、昨年はトライが、ことし29年度もトライがやるということで計画を立てております。こちらの

土建組合の方のすごい協力をいただきまして、場所は小和田小学校を借りてこのようなことをやって

おります。タイル細工、タイルを割って目地を埋めてと。なかなか皆さん夏休みということで、やっ

ぱり夏休みの工作の一つになっていて、これはもう皆さんがすごく楽しみにしている事業というか内

容です。機会があるのでちょっとお話しさせていただいていますが、以前は子供会がやっていたとい

うことで子供会の方しか参加できなかったものを、我々がちょっと幅を広げた団体ということで子供

会に入っていない方も参加できるということで、結果は子供会に入っていない方が半分ぐらい、やっ

ぱり入っている方も半分ぐらい。今まで、入っているからやむを得ず子供が出るとかということがあ

りまして、最初は人数が減るのかなと思っていましたけども、意外とそういうことはなく、子供たち

の参加40名という形でございます。 

 次、行きまして、12月にやりました電子工作教室。これは私がちょっと、こういった工作を子供の

ときに、父にいろいろなことを教えてもらいましてやったものですから、子供たちもやったらおもし

ろいのかなということで12月に。この取り組みとしてはハンダづけをしてみようということで、電子

部品を私が買いに行きまして、ハンダづけをして終わるだけのキットではなく、普通の基板からハン

ダづけをして配線もちょっとやっていくということで結果的には、初めてやる方にはちょっとハード

ルは高かったのですが、３時間ぐらいの中で、最初は皆さん、これ、うまくいくとＬＥＤが点滅する

ということになるのですが、点滅しなかったりしましたが、時間前には何とかみんな点滅してイルミ

ネーションという形になりました。 

 私のほうも、先ほどちょっとありましたが、告知ということでフェイスブックのほうでこういった

活動は紹介させていただいております。こちらがその様子です。こういうふうにしました。というこ

とで、こちらは私トライだけではなく、やけどの心配もあるということで、地域の方にもサポートい

ただき、あとは高学年の参加者、６年生の児童だったのですが、その子が周りの子の様子を見てくれ

るというようなことがありました。 

 次にセネガルの国際交流ということで、これは茅ヶ崎市と教育長の講演をいただきましてご報告書

の提出をさせていただいておりますけども、実は私の子供が通っていた小和田小学校から青年海外協

力隊としてセネガルにボランティアで行かれていた先生がいらっしゃいましたので、国際交流。ハワ

イでも、ホノルルとスカイプ会議などをするという話を校長先生からいろいろお聞きしましたので、

セネガルでもやってみたらおもしろいねというお話をしたのですが、時差の関係等ありまして、では

私どものほうでやりましょうということで。これは小学生、あとは中学生にも参加いただきました。

セネガルの小学生は６年生約20名ほど、テレビ会議でつながっていたと。 

 野外活動は里山公園でさせていただきました。こちらはトランシーバーを持って指令を出して、黄

色い花を咲かせてくださいというようなことでカメラを持たせて直接撮っていただいたりしておりま

す。 

 小学生のサポート、やってみたいをサポートします、トライということでした。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑応答に移ります。委員長、よろしくお願いし

ます。 

【大江委員長】 では、伊藤委員、どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。事業の成果のところで、今後は引き続きフェイスブ

ック等で活動内容を伝えていくと。この間も調べたのですが、きょうも今、フェイスブックでトライ



- 10 - 

を引いているのですけれど、なかなか出てこないのですが、トライという名称ではないのでしょうか。

非公開のグループはいくつかあるみたいなのですけれども。 

【トライ】 トライ、私もちょっとなかなか探し方が難しいのですが、「トライ 茅ヶ崎」で入らな

いでしょうか。 

【伊藤委員】 探してみます。ただ、フェイスブックが広報活動だということならば、どなたか詳し

い方にフェイスブックでどうやって目立つようにするかということをしないと、やっぱり最初に検索

して、いわゆるフェイスブックページにも出てこないし、グループにも出てこないし、イベントにも

出てこないのです。これはやっぱり周知するためには、とても欠かせないことですので、どなたか周

辺でご存じの方がいらっしゃると思いますので、ぜひとも活動を周知するための手段がフェイスブッ

クならば、ぜひ。場合によってはツイッターのほうが簡単に広まりますので、荒しに遭うことはあり

ますが、ぜひとも広報活動は、こういうものはとても大事ですので、しかも公金を使うとなるととて

も大事だと思います。ぜひ、お願いいたします。 

【トライ】 はい、ありがとうございます。 

【大江委員長】 はい、どうぞ。 

【椎野委員】 今、お話にもございましたけれども、４つの事業をおやりになったということですが、

この事業の中で非常に参加人数が、ばらつきが多いということがちょっと際立っているかと思います。

それで、野外活動におきましては親子一緒だということですと、子供さんが５人ぐらいかなというこ

とをちょっと感じたのですが、最初は40人から５人というような形で、広報が、今、お話が出ました

けれど、そのフェイスブック云々ということで、これはどのような広報をなさって、何か周知が足り

なかったのかな、せっかくおやりになるのに、もったいないなと思ったのですが、広報の仕方はフェ

イスブックだけではないと思いますが、ちょっとその辺を教えていただけるとありがたいです。 

【トライ】 野外活動につきましては、これはフェイスブックのみでした。あと、一つずついきます

と木工教室、小学校全児童にプリント配付ということで学校から許可をいただきまして全児童に配付、

12月の電子工作も同じように全児童配付、セネガルもそうです。野外活動がちょっと、スケジュール

がなかなか場所の借用の関係で決まらなかったものですから直前になったため、フェイスブックのみ

と今回はなってしまいました。 

【椎野委員】 いい事業をおやりになるので、できるだけ２カ月前に周知するということで今度活用

なさってください。お願いいたします。 

【トライ】 そうですね。はい、そのようにしていきます。ありがとうございます。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。すごくおもしろい事業で、特定の小学校区のみとい

うことですけれども、せっかくでしたらフェイスブック、ツイッター、どの程度の人がやっているか

というところもあるかと思うのですが、ホームページなども活用して、フェイスブック、ツイッター

よりも簡単にホームページで検索する人が非常に多いので、今、簡単にソフトでつくれますので、こ

ういうふうにやっているんだというのが広く発信をしたほうがいいかなと思います。きっと賛同して

くれる方とか、うちの学区でもやってみたいとかっていう方が出てくるのではないかなと思うのです。

本当に今、子供会の活動がいかに衰退しているかというのは自分もよくわかっていますので、ぜひ今

後も頑張っていただきたいなと、質問とかじゃなくて済みません。 

【トライ】 ありがとうございます。実は私、青少年指導員もやっておりまして、直接そっちには、

大々的には声をかけているわけではないのですが、少し、こういう活動をしているよとか、あとは、
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もともとの友人など、こういった活動をしているということであったり、ほかのこういった事業をや

られている方、中央公園のイベントなどで同じような活動をされている方にちょっとお声がけをさせ

ていただいて。なかなか、28年度はまず小和田地区からということで、ことしは少し広げていこうと

いうことで、最後の里山公園での野外活動、小和田地区だけじゃなく、実は友達の友達からというこ

とで、小出と松林だったか、人数は少ないのですが、そういうふうに少し広がっていきましたので、

そのあたりは広げていきたいというふうに考えております。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【秦野委員】 お疲れさまです。住まいやエリアとか所属にとらわれずに多世代・多文化の交流がで

きるというのはすごく大切なことだなと思っています。 

 一つ、収支のところで質問なのですが、謝金と保険料について今回は発生しなかったということに

なっているのですけれども、そのあたりについて事情をお知らせいただけるとうれしいです。 

【トライ】 謝金については、この土建組合さんのほうが当初、発生するのではないかということで

積み上げておりました。保険につきましては、保険の内容、あとは民間での保険の内容を細かく、制

度等いろいろ確認・問い合わせをしたところ、こういった茅ヶ崎市がやっている野外活動の保険のほ

うが充実しているよと、それはかけるだけ、今の状態であったら無駄でしょうということでお戻しす

る形になりました。29年度も実は積み上げておるのですが、この制度、ちょっとどう変わるかわかり

ませんので予算として積み上げてあります。 

 一つ、補足ですが、先ほど、会費がどうですかというネコ３３さんのほうにお問い合わせがありま

した。私ども当初、会費3000円ということで決済ゼロになっております。この3000円というのは、入

金がゼロだったわけではなく、3000円出しました。こちらのげんき基金としては飲食などが出せない

ということですので、土建組合さんが夏、来られたときのお茶代、お菓子代、そういうことに使って

おりますので、げんき基金としての3000円というのは、3000円からゼロという形になっております。 

【大江委員長】 以上で質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

【トライ】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 それでは、「再発見！茅ヶ崎の伝統食」事業、ふくの会の皆様でございます。よろしく

お願いいたします。 

【ふくの会】 お世話になります。ふくの会、生悦住でございます。よろしくお願いします。 

 実は、これまでのお話と変わりまして、食事の、食い物の話でございます。日本人が長生きで元気

な秘密はどこにあるかと。これは昔の日本人が食べていた食事によるところが多いのではないかとい

うことで、それでは茅ヶ崎の昔の人たちはどんなものを食べていたのかと、これを調査・研究してみ

ようと。そして、げんき基金に応募して、本にしてみたらいいのではないかなと思いまして、このお

手元にあるかと思いますが、本になりました。そして、実はこの裏表紙に書いてありますが、『田の

字の家』という本が茅ヶ崎の教育委員会から昔、出版されていまして、図書館で見ました。その一部

を読ませていただきます。気に入ったので表紙に入れました。この書き文字がそうです。「白米って

いうのは、めったに食べないんだ。今のように真っ白なご飯は、そうね、盆と正月、そのくらいだね。

粟飯は昔から食ったんだね。粟にお米を入れても、たんと入れないから、粟ばかりみたいになっちゃ

うんだね。粟のほうがふえるでしょ。粟は米を隠すっていってね、粟飯は一升に三合や四合の米を入

れたって、米なんか見えやしない。でも、まずくはなかったですよ。麦とか粟などを食って、どうし

て長生きするのかっていってるんです」、こういう文章に出会いまして大変興味を持ちまして、調査
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を始めました。 

 そこで44ページ、５月に堤の農家の方、６月13日に南湖にお住まいの長老の方、ここにポスターが

張ってありますが、たくさん集まっていただきまして取材しました。23日、柳島。お二人、そこに写

っていると思いますが、取材しました。それと12月７日、西久保の鈴木國臣さんに取材しました。 

 そして、この本、自分で言うのも何ですが、大変よくできている。いや、もとい、忘れてください。

そして実は昔の食事、ここにいろいろ、写真を全部撮りまして、つくりまして、写真撮って大変だっ

たのですが、要は、昔の食事というのはこの穀類。今、ちょっと麦飯を食べるというとスプーン１杯

ぐらいをお米に入れるのですが、７割ぐらいが麦であとが米と。こういう米と、それから８ページに

ある漬け物、それと汁物、この３点あればもう十分だった。そういう食生活をしていたようでござい

ます。そして、この本をつくっただけではどうしようもない。そこで、みんなで食事会をしようとい

ってチラシをつくりました。このチラシのメニューは、粟飯、呉汁、それと季節の菜花の天ぷら、そ

れと皆さんよく自分でつくっていたという金山寺みそ、それと、ここにたくあん、ラッキョウ、こう

いうものを出しまして20人の方に、お子さん連れの方、若い奥さん、いろいろ来ていただきまして、

大変うまいねと。意外とこういう粟飯というのは食べたことがないけどうまいねと、大変評判をいた

だきました。そして、実はなぜかタウンニュースに取材いただきまして、タウンニュースにも載りま

した。ちょっと残念なのは、上のほうに人事で、新部長の写真がずらっと並んでいたので、我々のと

ころはちょっと目が行かなかったかなという気もするのですが、タウンニュースに意外と大きな写真

を入れていただきました。 

 そして、これからの予定としては、やはりここまでやったので、今度は反対に料理屋さんにお願い

して、四季の野菜を使った、あるいは魚を使った料理を出してもらおうというのと、茅ヶ崎で忘れて

はならないのはこの漬け物文化です。北のほうの漬け物は、もう僕の舌は最高に敏感で味がよくわか

ると自負しているのですが、最高の漬け物をつくります。そこで我々、本当は６月10日、田植えが終

わったときにやるつもりだったのですが、それだと季節が暑過ぎて２、３日しかもたないので、大根

ができる10月にやります。それと、食事会は８月の17日、ちょうどお盆になると思うのですが、その

ときに計画しております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑をお願いいたします。 

【大江委員長】 それではどうぞ、ご質問のある方。では、まず髙橋さんのほうからお願いします。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。小冊子のほうは興味深く読ませていただきました。

今回このような立派な冊子をつくられましたけれども、そこは大分メーンだったのではないかなと思

うのですが。今後の展開、単に食事会を開催していくのか、それとも別の切り口で進めていくのかと

いうのをお聞かせ願えたらと思います。 

【ふくの会】 今の段階では食事会を中心にやっていこうと考えています。それで食事会のときに、

この本がまだありますのでお配りして、長老に入っていただいて、昔の生活であるとか、そのポスタ

ーにも書きました生活ぶりであるとかについて話をしてもらおうというふうに考えております。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。この事業もまた、たくさんの仲間を必要とする事業

だと思うのですが。これは著作権なのですけれども、人も写っていないので、もし著作権を基本的に

許諾されると、いろいろな方がホームページなりブログなりフェイスブックに上げられると思うので

すが、そういったお考え、いかがでしょうか。 
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【ふくの会】 もう既に、写真を貸してほしいとか、そういう方もいらっしゃいますが、別に著作権

はなしでオープンにしていきたいというふうに考えています。 

【伊藤委員】 わかりました。ぜひとも、さまざまな取材、あるいはホームページ、あるいはフェイ

スブックに載せられる方がいる場合に、そのことをあわせて宣伝していただくようにすると、今現在、

タウンニュースのものが一番トップにグーグルで検索すると出てくるのです。２番目が農山漁村協会、

中央のものですけれども。３番目が、かつて茅ヶ崎市の教育委員会が2006年にやった伝統食の行事が

載って、４番目にこれが出てくるのです。これはとても貴重なものなので、ぜひとも著作権が特に問

題ないということならば、そのことをメーンにお知らせすると今後の発展がとても望まれると思いま

す。 

【ふくの会】 わかりました。一つ、言い忘れました。この小冊子を、僕が尊敬する長老がごらんに

なって、サツマイモのつるの煮つけが入っていないぞと、おれはあれが大好きなんだと言われました。 

【中川委員】 ありがとうございます。食の文化に関しては非常に私も関心が高いのですけれども、

最初におっしゃっていた日本人の健康というようなこと、その健康づくりという観点と、それからこ

の伝統食を通して地域の人と人とのつながりをつくっていくという観点とか、いろいろ複合的な目的

がおありだと思うのですが、やはり今後、もう少し活動を、冊子を広げていくとか、あるいはお料理

教室の回数をおふやしになるというようなことをおっしゃっていましたけれども、こういう活動の目

的と合わせたような形での参加の層を、どのようにして広げていかれるおつもりかということをお聞

きしたいなと思っています。 

【ふくの会】 先日もそういう質問を受けまして、どうもそういうところにたけていないので、これ

からよく考えて、人づき合いはいいほうだと思うのですが。年寄りはもういいと、こういうのには参

加しないで。子育て世代の若いお母さんに参加してほしいということで、こちらにも写真、撮りまし

たけれども、お子さん連れが来てくれて大変うれしかったと思いました。 

【三觜委員】 本当に興味のある内容なのですけれども。例えば、ここに出てくる芋だんごとか、こ

の辺、一昔前はすごい身近に材料が豊富にあって、スーパーマーケットだとか何とか行かなくても自

分の庭でとったやつを、祭日だとか人を集めるときにこういうのをつくってやっていたというその伝

統と、今度、現実的な品物そのものがなかなかなくなってきているという状況で、本来、家庭の中で

こういうのをもう一回復活できれば一番いいのでしょうけど、ちょっとその辺がなかなか難しくなっ

てきているのですよね。 

【ふくの会】 そうですね。エメロードの八百屋さんで売っているのですが、我々、凝りに凝ってさ

いか屋まで行きまして、富澤商店というケーキのいろいろな素材を売っているところへ行きまして、

一番いい芋の粉を買ってつくりましたので、これは最高においしかったのですけど、本当はそんなこ

とをしたら反対にまずかったかなと思います。そして、今度の食事会というのは、これも本当は主婦

につくってもらうといいのですが、一番の問題は、食事を出すというのは保健所の問題があります。

これをクリアしなければいけないので、今度は築地の料亭で料理をつくっていた腕の立つ人がやって

いるお店にお願いして四季、年４回、こういう食事をつくってもらうと。安く、と思っております。

それが、第１回目が８月の17日です。よろしくお願いします。またチラシつくりますので、ご案内し

ますので、よろしくお願いします。 

【三觜委員】 身近に、目にとまるように、ぜひ活動を広げていってもらえればと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

【ふくの会】 ありがとうございます。 
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【大江委員長】 では、時間もありますので質問を終わります。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 それでは、ここで休憩とさせていただきます。再開は10時15分とさせていただきます。 

 なお、今、ふくの会様にご提供いただきました写真を後ろに掲示させていただきます。それと入り

口付近に、市民活動団体の皆様にご提供いただきましたチラシ類を配下させていただいておりますの

で、ご確認いただければと思います。 

 それでは、休憩とします。 

 

（休憩） 

 

【事務局】 それでは、再開させていただきます。 

 続きまして、「子どもの「すてき」をみつけるアート鑑賞ガイド」事業でございます。ＮＰＯ法人

赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会様です。よろしくお願いします。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 よろしくお願いします。「子どもの「すてき」をみ

つけるアート鑑賞ガイド」のご報告をいたします。「小さい子と楽しむ美術鑑賞のポイント」という

ＤＶＤをつくりまして、子供向け、大人向けなど全５編にまとめました。えぼし麻呂や茅ヶ崎市美術

館の館長にもご出演いただきました。ＤＶＤは50枚作製し、47枚配付しました。保育園は、市民自治

推進課と保育課のご協力で園長会にて直接説明し、配付させていただきました。幼稚園は、園長会代

表の平和学園幼稚園さんのご協力で、市内全園に配付していただきました。ユーチューブにもアップ

しました。29年３月末時点のアクセス数は、延べ627回です。「えぼし麻呂 びじゅつかんへいく」の

巻は最初、えぼし麻呂の烏帽子の向きが左右逆にアップしてしまったので、訂正・修正して再アップ

しました。ですので、回数としてはこの２つの回数になっております。その動画を、ぜひたくさんの

人に見ていただきたいので、上映してお絵かきをする親子イベントを実施しました。家族で美術館へ

行くときに、ユーチューブでこの動画をお子さんと見て、心づもりにご活用くださいというふうにお

知らせして上映しました。この画像の左側にある和室は、げんき基金のプレゼンテーションのときに

同じグループになった「ら・ぱれっと」さんとお知り合いになりまして、会場を貸していただいたり

しました。 

 実施の報告です。イベントは、これらの日程で計103名、子供56名、大人47名の方々にご参加いただ

きました。ありがたいことに申し込みが多くて、３月13日は急遽２回実施するように変更いたしまし

た。イベントのチラシと団体のＰＲのチラシを、げんき基金の助成によって作成させていただきまし

た。広報ちがさきにも掲載いただきました。そのことで、たくさんの方に知っていただくことができ

ました。 

 この事業を通じて得たことを少し書いてみました。まず、動画を製作するということ、ＤＶＤを配

付し、ユーチューブにもアップするということが、ツールと機会をうんとふやすことになりまして、

今までできなかったことが、今回チャレンジすることができました。また、後援という制度を知りま

して、今回申請させていただきました。今後も事業内容に応じて後援の制度を活用したいと思ってお

ります。イベント参加者アンケート、大人41名、ご回答いただきまして、当会を知らなかった方、知

っていたけれど参加したことがない方が68％ぐらいでしたので、今回、げんき基金でイベントをさせ

ていただいて、当会を知っていただく機会になったというふうに思われます。 

 今後の展開ですが、まずアンケートから、「お絵かき」があるイベントで、「親子」で参加でき、
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かつ「安価」な場合、かなりご興味を持っていただけるのかなという手ごたえをつかみました。ふだ

ん、情報を入手する方法をお尋ねしたところ、ホームページ30名、フェイスブック24名と多数で、イ

ンスタグラムとかが多いのかなと思ったのですが、意外とそういったものよりホームページ、フェイ

スブックが多かったので、そちらを発信のメーンにしていこうと思います。今回は補助金、げんき基

金の助成をいただいて安価で開催できたのですが、ということで価格設定をお尋ねしたところ、500

円が20名、1000円が21名と圧倒的に安いほうがよいというようなご回答で、運営維持ができないとし

ても500円がよいとのご回答が多くて、なかなか苦戦しそうなのですけれども、本事業の実施前に比べ

て格段にたくさんの方に認知していただけたと思いますので、今後、自力での事業展開に一層励みた

いと思います。ありがとうございました。 

 最後に、動画から「びじゅつかんのうた」というのをつくりましたので、それをちょっと時間まで

流して、時間になったらとめますので教えてください。こんな感じで、えぼし麻呂と一緒に鑑賞して、

小さい子たちにも美術館に行ってみようかなと思っていただきやすいようにつくってみました。 

以上です。ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それでは、どうぞ。ご質問のある方。では、ちょっと私、一つ。こういう活動を通

して、美術館とか、あと製作とか、そういうつくる側や運営する側に対して、もっとこういうふうに

してくれたらいいなとか、そういうことというのは多分お感じになると思うのですが、何かそういう

のは発信というか、伝えていらっしゃいますか。あるいは、強く感じたことがあれば。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 美術館について…… 

【大江委員長】 つまり、要は見るだけじゃなくて、見る立場からもっと、例えば彫刻って、さわっ

て楽しめるじゃないですか。もっと子供がさわれるものがたくさんあればいいのにとか、そういう部

分は出てきましたか。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 はい、あります。いつも、小さい子と鑑賞するとき

の最大のジレンマが、その「さわれない」ということなのですが、最近はさわれるように別に設定を

してくださっている美術館もふえてきていますので、だんだんこういった草の根の活動が各地で起き

ることによって、もう少しそういった小さい子にも親しみやすい展示の方法や参加の仕方というのは、

どんどんふえてくるかなとは思っています。そのためにも、こういった活動を続けたいなと思います。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。 

【秦野委員】 ありがとうございました。げんき基金で知り合った「ら・ぱれっと」さんを会場にで

きたり、対象者に届く広報の分析ができているので、すごく組織力のアップにつながった１年だった

のではないかなと思います。 

 一つ、こちらも私の感想なのですけれども、今回のＤＶＤの配付先になった浜見平保育園と私も日

ごろ運営している「まちスポ茅ヶ崎」が、チラシを設置して会場にしていて、要は対象者がＤＶＤを

見て、その方が「まちスポ」でチラシを手に取って参加をするというふうに、すごくいい循環ができ

たのではないかなと思っています。なので、ぜひほかの地区でも今後、開催するときにはモデルにし

ていっていただけるといいなと思いました。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。今、ホームページを見させていただいているのです

けれども、チラシの上ではＥメールを公開されているのに、ホームページでは問い合わせフォームし



- 16 - 

かないように見受けるのですが。先ほどの団体の話と同じなのですが、この動画もユーチューブにア

ップしているということは、基本的にどなたかが拡散することをいとわないという立場だと思うので、

そういった意味で、そういったことはこういうホームページであるとか、あるいは問い合わせフォー

ムのような、ちょっとハードルが高いようなものから、Ｅメールを公開される覚悟があるならば、や

っぱりこういうところにもなるべく拡散するように工夫されたほうがいいように思います。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 はい、わかりました。 

【伊藤委員】 特に著作権については、特にこだわりませんがご一報くだされば何とかという、例え

ば、問題がありそうな画像や資料がある場合は、そういうことが一言あるかないかによって、拡散で

きるものか、できないものかって皆さん迷うところですので。仲間がふえることが一番の仕事だと思

いますので、ぜひそういうふうに今後、進めていただけるようにお願いします。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 そうですね。はい、わかりました。 

【大江委員長】 では、三觜さん。 

【三觜委員】 済みません、ちょっと教えていただきたいのですが、ＤＶＤを配付するときに何か、

極端にいうと、ただ置いてくるのか、ＤＶＤの内容とかそういうのを説明されて、講演みたいなのを

やられるのか、というのが１つと、この親子イベントはお母さんと子供さんで美術鑑賞だとかそうい

う機会を設けるということなんだけど、これによっていわゆるコミュニケーションが深まったとか、

子供が美術を見ることによって効果があるのか、むしろ、お母さんの日ごろ行けないのが、そういう

機会がふえるというようなところなのか、どっちがポイントなのかみたいなのも含めて。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 まず、ＤＶＤ配付時についてのご回答ですが、保育

園の園長会と幼稚園の園長にあてて市民自治からかがみ文をつけていただき、ＤＶＤの内容について

ということで、１から５番までの各何々編というものの説明などを、げんき基金の助成であるという

ことも含めて文章をつけてお渡ししました。その上で、園長会では私どものほうでご説明をさせてい

ただいた上で、欲しい園は挙手願いますということで手を挙げていただいて、配付させていただいた

次第です。 

 あと、親子イベントのほうです。情報といいますか、こちらは「アートで子育て」というふうに私

どもの団体の案内に記載をさせてもらっているのですが、子供さんにとって、美術を介して自己表現

をするという喜びと、それから、自分が表現したものなり、人が表現したものを介して対話をしてい

く楽しさということを実感してもらうということがまず柱の一つ。それから、親御さんに対して、お

子さんとどうやってコミュニケーションをとるか、特にしゃべらないゼロ歳児であるとかのお子さん

の場合、初めての育児で24時間ひとりで見ている方などもいらっしゃるので、どうやって気持ちを通

わせる、またはキャッチするというふうにしたらいいのかなというところを、鑑賞やいろいろなワー

クショップなどの場でサジェストしていくというか、一緒に見つけていくというような形をとってい

ますので両方へのアプローチになります。 

【三觜委員】 わかりました。ありがとうございます。両方に効果があるということ。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 そうですね、効果があると期待しています。 

【三觜委員】 ありがとうございます。わかりました。 

【大江委員長】 よろしいですか。どうぞ。 

【水島委員】 ＤＶＤは楽しく拝見させていただきました。親子イベントは、会場の予定もあったの

かもしれないですが、「まちスポ」と、あと「きらきらぼし」はつながりが一緒ですか。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 はい、そうです。 
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【水島委員】 あと、「ら・ぱれっと」が「ちがさきサポセン」だと思うのですが、人数は大体、似

通った人数なので重複していないのかなと思いながら、楽しい事業なのでもっと広がっていくといい

と思うのですが、会場とかそういうようなところも含めて何か、ここ１年終わったところで、こうし

ていきたいと、もっと場所をいろいろなところで提供していきたいとか、何かお考えがあったら教え

ていただけますか。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 ちょうど、まちぢからの方もいらっしゃるのですが、

やっぱり遠い場所の方が、足がないところに行くのはとても難しいので、地域の自治会などで所有し

ている場所ですとか、まちぢからでも、いろいろ親子向けの内容を実施していこうというところがも

しありましたら、一緒にご協力できたらその地域で近いご家族の方がおみえになれるので、とてもい

いなという話はスタッフの間でも出ておりますので、今後そういったお話が出たらうれしいなと思っ

ております。 

【水島委員】 では、頑張りましょう。 

【大江委員長】 どうもありがとうございました。 

【赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会】 済みません、あと、これはチラシなのですけれども、

団体ＰＲので、もしお子さんやお孫さんがいらっしゃるという方で、たくさん配れる方がいらっしゃ

いましたら、あちらに置いてございますので、がばっと持っていっていただけたらと思います。よろ

しくお願いします。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、「Ｏゲージ鉄道模型を楽しもう」、茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブの皆様でご

ざいます。よろしくお願いします。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 初めまして。茅ヶ崎Ｏゲージクラブでございます。このたびは、市

のげんき基金をいただきまして１年間、活動をさせていただきました。おかげさまで、クラブを立ち

上げまして、そのクラブとしてまとまった活動ができるようになりました。主な行事といたしまして

は、60ページにございますように、公開運転会、工作教室、交流サロンというものを設けまして交流

したりと、それから広報活動です。こういった４本柱で考えてやってまいりまして、成果としては60

ページの上にありますように、公開運転会といたしましては年６回、いろいろなオファーがありまし

たけれども予定を合わせて６回行いました。まず、時系列からいきますと、茅ヶ崎のラスカさんから

オファーがありましたので、クラブの会員も含めまして９名ぐらい参加しました。これは２日やった

ので、延べ９名参加しまして、茅ヶ崎ラスカさんの６階の渡り廊下なのですが、その広場がありまし

て、そこで２日間かけて公開運転会をやりました。その様子が69ページにございます。この写真の左

上のものでございます。晴天に恵まれまして、屋外でございましたけれども、盛況に好評の運転会を

行うことができました。これ、よく見ますとレールが４本ございます。中の２本、それから外の２本

ありまして、複線が２つでございます。基本としては、中の２線は専門家といいますか、もともとＯ

ゲージのテスト車両に乗っている者が自分の自慢の車両を運転するというコースです。外の２つは、

子供たちに自由に運転させて楽しんでもらおうということで、コントローラーを子どもたちが自由に

動かしてスピードを上げたり方向をかえたり、そういったような運転をできるようにした運転装置で

す。こういう公開運転会というのは、基本的にこの４線を使ってどこでもやっております。それが１

番目の茅ヶ崎ラスカです。 

 次に、里山公園の運転会。これは69ページの左下です。里山公園の広場がございます。あそこでま
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た同じような線路で運転をやっています。これはもう10年ぐらい、里山公園の春・秋のお祭りがござ

いまして、それに参加しております。里山公園では６、７年前から工作教室もやっていまして、そこ

で経験した子供たちが、今、クラブの会員に半分ぐらいはなっております。鉄道が好きな子は、やっ

ぱり年齢が上がっても鉄道が好きだということで参加してもらっています。 

 それから、工作教室。これは２回実施いたしまして、初めの夏の工作教室ですが、８月に里山公園

で４回やりました。３回で終わるのですが、参加者の都合を考えまして４回で参加できるように、３

回参加すればいいということでやりましたけれども、やはり進行状況がばらばらなので教えるほうは

ちょっと苦労したということがありました。それで、今度は１月の青少年会館で行った２回目の工作

教室。これは３日に限定して２時間ずつ工作教室をやりまして、このときは両方とも10名、10名ずつ

募集いたしまして、それに父兄さんがついてくるので15、16人になります。結構、指導員もつきます

ので部屋いっぱいになります。そういったことで工作教室２回目は盛況のうちに終わりました。 

 交流サロンというのも、我々クラブ会員だけじゃなくて、ほかの参加者も誘ってにぎやかにやろう

と思ったのですが、なかなかパンフレットを配っても、公開運転会には顔を出していただけるのです

けども、サロンまでは応募者がなかったということで、クラブの中の例会にとどまったということで

ございます。 

 それから、あと広報活動です。これは、げんき基金の支援もいただきまして、チラシの配付や広報

ちがさきへの掲載、こういったもののおかげで大分、工作教室などの募集もスムーズにいきまして、

青少年会館で募集しますと、10名のところ大体15名の方が一遍に集まって非常に盛況でございました。

このチームでやりたいというようなことが添付の参加者の感想でございますが、約半分以上が「もう

一回やりたい」というような希望を持ってもらえて、非常に有望だと思います。その中から引き続き、

鉄道に興味を持ってもらう者がふえていってくれればいいのではないかというように考えておりま

す。 

 それで、問題点と今までの成果ですが、問題点として（４）番にありますように、クラブの認知度

は、ビラをまきましたのでふえたと思うのですが、なかなか「ものをつくる」ということに参加して

もらう人が少ないと。我々のクラブの中の若手の連中でも、学生なのですが、鉄ちゃん、要するに鉄

道のファンではあるのですけども、カメラを持って写真を撮るのは好きだが、やっぱりまだ自分でつ

くってオリジナルのをやろうというまでには至っていないです。そういう意味で世間一般の風潮が、

まだものづくりには至っていないので、これから少し力を入れたいなということでございます。 

 以上でございます。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑応答に移ります。委員長、よろしくお願いし

ます。 

【大江委員長】 では、どうぞ。ご質問。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。このチラシを見ますと「Ｏゲージの車両はその寸法が

取り扱いやすくつくりやすい」とお書きになっていますが、いろいろなゲージがあると思うのですけれ

ども、なぜＯゲージは取り扱いやすいのですか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 なぜかといいますと、もともとイギリスで発祥した模型でございま

して、標準軌というような新幹線だとか京浜急行、３フィート、４フィート、８インチ半、1435ミリ、

その軌道なのです。それの45分の１というスケールが非常に扱いやすいということで、イギリスで発

祥したのです。それがＯゲージの始まりです。そういったＯゲージが基本になりまして、その上が、

１番ゲージというのがございます。それは45ミリ。Ｏゲージは32ミリなのですけども、その45ミリが
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１番ゲージと。逆に、ＨＯゲージというのがございます。それはハーフ・オーですから、半分の16.5

ミリの幅です。それからナロウゲージ、Ｎゲージです。それは子供さんたちが遊んでいる小さなやつ

です。それは８ミリゲージで、家の中で、畳の上でできるというものです。そういうふうには展開さ

れましたけれども、オリジナルはＯゲージの32ミリ、要するに実物の標準軌の45分の１でございます。

軌道もそうですし、ボディーも大きさもすべて45分の１でスタートしているわけです。それがＯゲー

ジのスタートです。 

【伊藤委員】 歴史的にＯゲージが一番最初だというふうに存じ上げていますが、45分の１って何と

なく、つくるに当たっては50分の１とか100分の１のほうがつくりやすいような気がするのですけれど

も、逆に言うと今現在のそのテスト模型の世界では、そういった部品がそろえやすいというふうに理

解したらよろしいのでしょうか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 ところが、最近はものづくりというのが、だんだん離れてきまして、

こういった模型も少なくなりました。今、ＨＯも少なくなって、Ｎゲージとかは何とか、小さいのは

これが主流だと思います。ですから、Ｏゲージというのはやっぱり自分でつくらなくちゃだめだとい

う世界なのです。ですから我々のクラブでも、Ｏゲージの車両を持っているのは我々以上、何十歳以

上の者が車両を持ってきて、運転などを手伝ってくれるのは、若者でも操作できますけど、車両を持

っているのは、要するにレールとか、我々しか持っていないというのが現状です。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。 

【大江委員長】 Ｏゲージの常設した場所というのは何か、どこかにあるのですか。例えば、子供が

つくって、工作したはいいけどやっぱり走らせたいと言って、どこかに持っていけば走らせることが

できるというような場所はあるのですか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 そういうことを考えまして、簡単なレールを考えております。そう

いったものは、例えば青少年会館とか、そういったところで簡単に引けて遊べるというようなことで、

もっと広げていきたいのです。そういったことも考えております。 

【大江委員長】 いかがでしょうか。では、どうぞ、髙橋さん。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。今回につきましては、広報ちがさきの掲載とかチラ

シは基金も用いてつくられたということでよろしいですかね。今回の反省を踏まえて改善運営してい

くという中で、広い層への効果的なＰＲをされていくということですが、具体的にどのような方策を

お考えなのか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 非常に難しいのですけども。例えば、鉄ちゃん層というのがありま

す。カメラを持っている、そういった層であるとか、あとは、ものづくりに少しは経験があるという

のは定年前後の人なのです。だからそういう人に、例えばシニア層の広報紙があります。そういった

ものにでも掲載してみようかなということも考えておりますけども、やはり若い人を育ててというこ

ともありますので、工作教室を柱として進めていきたいと思います。そこに工作教室のアンケートが

ございまして、それにありますように、やはり工作教室が終わった時点では大分熱があって「またや

りたい」という子供たちが多いのです。そういった人を拾って育てていきたいというようなことを考

えておりますけども。 

【大江委員長】 それでは、秦野さん。もし時間があったら。 

【秦野委員】 今の件と関連して、工作教室の参加者の感想の紙に、小学校４年生の保護者の方が「参

加費も手ごろでよかった。ただ、里山へのアクセスに難があって」…… 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 初めは里山でやっていましたのでね。 
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【秦野委員】 そうですよね。次回は近くでお願いしたいということだったので。恐らく今回、会場

に近い方だけではなくて、興味を持った方、要は市内全域に広報ができていたのではないかなという

のは、私自身は感じました。ただ一方で、今後の広報活動に当たっては、そういう参加者の方がどこ

で情報を得たのかということをヒアリングしておくと、次に、じゃあこういう形で広報すると情報が

この人には届くんだなというのがわかると思いますので、ぜひそういったことにも取り組んでみてく

ださい。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 わかりました。それは市役所と青少年会館ですか、この連携がある

と大分広まるのです。今まで里山だけでやっていましたので、なかなか広まらなかったのです。ご感

想、ありがとうございました。 

【椎野委員】 今、お話伺って、わくわくしながらおやりになっている様子がよくわかったのですけ

れども、対象が、若い人を育てるというところに今、絞られたようでございますが、そういうために

は今、いろいろなアンケートの結果を見ておりましても、ものづくりが好きな子供たちが少なくなっ

ている現在、やっぱりこの工作電車の簡素化ですよね。これでだれもができるような、簡単にできて

楽しめるという、そういうような工夫をこれからなさると思いますけれども、それはもう現実的にや

られるのですね。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 考えております。改善しております。 

【椎野委員】 そうですか。そういうことで、これからも頑張ってやっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 ありがとうございました。 

【大江委員長】 これで終わります。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、「「父親の子育て参画のすすめ」ワークショップ」、フリースペース「ら

・ぱれっと」の皆様でございます。よろしくお願いいたします。 

【フリースペースら・ぱれっと】 フリースペース「ら・ぱれっと」です。よろしくお願いします。

私どもは十間坂に一軒家を借りまして、フリースペース事業を始めてまだ１年過ぎたところです。こ

の企画をした目的は２つありまして、１つは、スタートしたばかりでフリースペースの場所をだれも

知らないと。なかなか、活用してほしいんだけどもそれをどうやって宣伝したらいいかということで、

フリースペースの場所、それから、どういうことでどういうふうに活用できるのだろうということを

知ってほしいということで、この講演会を通してきっかけになればということで、特に若い方々、特

にお母さんにターゲットを絞りました。親子と、お母さん、そして、もちろんお父さんなのですけど

も。それで２つ目の目的は、今、イクメンやイクボスなど男性の、父親の子育て参画が非常に問われ

ているので、お父さんも一緒に、対象に、父親の意識向上を目的に、お母さん、女性が活躍できれば

ということの目的を立てました。 

 結果は、事業の参加数、ファミリーが５組、個人が35人、保育の子供が５人分で２万4000円という

ことで、思っていたよりも、45人ということで、本当は、募集したときは75人ぐらい来てくれたらと

いうふうに宣伝にも書いたのですけども、45人ということで半分ぐらいしか、なかなか実績としては

上がりませんでした。しかし、ここに書いてありますように、神奈川新聞にも取り上げられて、今、

働き方改革などいろいろ言われておりますが、長時間労働、そして子育てしにくい国ということで社

会制度にも問題があるというようなことで、この安藤さん、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンの
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安藤さんという非常に知名度の高い方を講師に選んだということで内容は大変よかった。パパの子育

て講座アンケート結果にもありますように、非常に内容がよかったということで評価は高かったので

すが、いかんせん、ちょっと参加人数が少なかったことは反省しています。それによって、収入部分

が非常に少なくなってしまって事業が縮小したために返納金も出てしまったということがあります。

ワークショップの反省、もう１つは、著明な講師だったものですから講師代が８万円もかかって非常

に高くなってしまった。これでも非常にまけていただくようにお願いしたのですが、高かった。そし

て、広報の仕方がやっぱり、非常に宣伝力が乏しかったなと反省しています。私たちは主に７人ぐら

いで活動しておりますが、この場所にはパソコンもないし、フェイスブックやツイッターなど、なか

なか操る人が少なく、ＰＲ不足もあったなと反省しています。 

 この１年、それで効果はどうだったか、このフリースペース活動、利用状況を見ますと、子供さん

とお母さんを中心に、赤ちゃんの写真づくり、ハワイアンリトミック、ラボ、子供の英語絵本の読み

聞かせ、それから親子のみそづくり、先ほど、赤ちゃんからのアートフレンドシップの方からは子供

の絵画教室などもありました。そして１つ、あとはお年寄りのサロンなどもありますが、いかんせん、

まだまだ利用は少ない状況です。独自事業もやっていまして、いろいろな洋服を使ってリメイクでい

ろいろなものをつくったり、梅干しをつくったり、フキノトウのみそあえとか、その時期・季節に合

ったもので自主事業をして、いろいろな人に来ていただけるようなこともやっています。 

 事業の成果と今後の展開ですが、非常に構想が大きかったのですけども、子供が直接、このフリー

スペースの活用につなげられたかというと、なかなかそういかなかったかなと反省しています。父親

・母親の社会参画を応援できるような活動に、このフリースペースがつながっていけばいいというふ

うに思っていますが、特に、だれでも利用可能ですし、高齢者の方々のサロンにももちろん使ってい

ただきたいということもあるので、今後はもっと幅広いＰＲ、宣伝力が必要だなと思っています。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それではどうぞ、ご質問のある方、よろしくお願いします。では、中川さん、どう

ぞ。 

【中川委員】 いろいろ、率直な反省と活動の成果ということでお話しいただいて、ありがとうござ

いました。ちょっとお聞きしたいのは、フリースペースというものを設けられた目的みたいなものと

いうのは当初、ここにありますように、父親・母親の社会参画を応援するというようなことが書かれ

ていますけれども、もう少し具体的に、この社会参加の中身というのをどんなふうにお考えになりな

がら活動されているのかということを、よろしいですか。 

【フリースペースら・ぱれっと】 もともとこの場所、十間坂にありまして、隣が私もかかっていま

すが、おひさま保育舎という保育園です。保育園のすぐ横で、同じ大家さんのところで借りた一軒家

です。最初、特に、子供を預けてくださっている親子が何か利用してもらえればというところがあっ

たのと、それから、この茅ヶ崎でも若い女性の方々がいろいろなビーズづくりをやったり、子供の、

赤ちゃんのマッサージ教室をやったり、ヨガ教室をやったり、そういうものがいろいろやっているの

で、私どももそういうのに利用してもらいたいなというふうな気持ちで始めました。 

【大江委員長】 では、どうぞ。 

【水島委員】 ご説明ありがとうございました。講演会というのは非常に、いいテーマでやっても人

が集まるというのは、どの講演会でもなかなか難しいなというところ、同じような結果が出てしまっ

てちょっと残念だなと思います。フリースペースを設けたということなのですが、やはり場所的に交
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通の便といいますか、利用しやすいところでないとなかなか来られないと思うのです。今、実際に利

用されている方とか、会員の方がある程度ＰＲ、口コミじゃないですが、具体的に何か、この１年た

って、ＰＲしていかなければいけないというコメントをいただいたのですが、具体的には何か考えて

おられるのはございますか。 

【フリースペースら・ぱれっと】 先ほども言いましたが、なかなかこのウェブの宣伝力が乏しいも

のですから、それももう少し、今は、しなければいけないなと思っています。場所は十間坂にあって、

駅から決して遠くないのですけども、その地域は、どちらかというと高齢者が多い地域かなと思うの

と、自転車で皆さんおいでになる、自転車スペースはあるのですが、駐車場もないのでちょっと不便

かなとも思っていますが、いかんせん、きょうもここにお出しするような、きれいなチラシというの

がつくれていないというので、今のところ、先ほどの方みたいに口コミでしかまだできていないので、

今後、１年たったので、この先はもうちょっと宣伝しないと、せっかくある場所を、１時間300円とい

う安い、市民の人たちに、塾とかそういう営利事業じゃないところで、やっぱりなかなか茅ヶ崎で場

所って難しいので、ぜひ使ってほしいなと思っているのですが、なかなか宣伝力が乏しいので、それ

をしたいと思います。 

【水島委員】 引き続き、頑張っていただきたいと思います。 

【大江委員長】 では、伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 手数が足りなくて、周知がなかなかできないということなのですけども。ご存じかと

思いますけど、例えば、きょうの報告会のこの冊子自体が今現在、市の努力によってインターネット

で見られるのです。このページそのものも、72ページ、報告も見られる状態なので、例えば講演会が

いいものだったらば、講演会の内容をやはりここにお書きになったほうが、より多くの人からの支援

を得られると思います。市民自治推進課がどこまでできるかわかりませんけれども、この報告会のこ

の報告もその後、市から公開されますし、さまざまな資料もそれに付随して公開されると。この会自

身も公開、たったこれしかいませんけれども。したがって、自分の手でじゃなくても、こういう報告

会、あるいはこういう報告書をもう少しツールとして考えていただいて、講演会の記録を、例えばこ

こに全面的に掲載するということをされたほうがいいように思います。もう本当に自動的に、この皆

さんのお書きになったものが茅ヶ崎市のホームページによって公開されていますので、そう思ってい

ただいたほうがいいと思います。済みません、意見です。 

【大江委員長】 あと１人ぐらい大丈夫です。いかがでしょうか。では、短めにお願いします。 

【椎野委員】 本当に広報というのがいかに大きな力かというのがよくわかるのですが、やっぱり同

じ仲間の中で、そういうようなのにたけている人がいらっしゃらないときには、もうチラシとか、そ

れからポスティングするとか、自分の力で何とか人がふえるようにというので努力していただくと。

それと同時に、そういうインターネットに強い方をちょっと１人お願いというような形で、自分たち

の仲間でなくてもやってくださる方はいっぱいいると思うので、その辺にもちょっとお声かけしなが

ら、自分たちの広報を、何とかしたいという気持ちを伝えて、やっていただけるといいのかなと思い

ますので、ちょっと工夫なさってみていただきたいと思います。 

【フリースペースら・ぱれっと】 はい、わかりました。これから、まだまだ宣伝力が乏しかったの

で、頑張ってやっていきたいと思います。ありがとうございました。 

【大江委員長】 では、これで質問を終わります。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 
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【事務局】 続きまして、「湘南茅ヶ崎地震津波防災スイッチオン！フォーラム＆カフェwithソーシ

ャルＩＴ防災士友達ロボットPepperくんと学ぼう防災」事業でございます。「防災スイッチオン！プ

ロジェクト」の皆様でございます。よろしくお願いします。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 「防災スイッチオン！プロジェクト」の内野です。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 藤原と申します。よろしくお願いいたします。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 「防災スイッチオン！」では、自然災害、地震、津波、巨大

災害で死なない、タフでしなやかに生き抜く、強い社会、茅ヶ崎湘南まちづくりを目指して、伝える、

連携する、備える、学ぶという活動をやっています。きょうは、女性、通称ちはるちゃん、実は防災

ガール、うちの「防災スイッチオン！」、ユーチューブ、茅ヶ崎テレビに出てＭＣやっていただいた

りとか、今、ミュージシャン、茅ヶ崎は音楽が結構活発で、ちはるという名前で音楽をやっていまし

て、早速なのですが、この１年間活動させていただく中、ご支援・ご協力いただきまして感謝してい

るのですが、僕はびっくりしたのは、５年たつのですけど、彼女が「防災スイッチオン！」の防災の

歌をつくってくれました。これは５周年のイベントのときに発表していただいたので、済みません、

ちょっとじゃあ本人から。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 この曲をつくりまして歌っております、改めまして藤原ちは

ると申します。私、市内を中心にライブ活動をしているのですが、いろいろなライブ先でこの曲を歌

うようにしていまして、防災の意識、ちょっと歌をきっかけにでも、皆さん持っていただければいい

なと思ってつくったのですが、私自身もこの「防災スイッチオン！プロジェクト」にかかわるように

なって防災というものを意識するようになったので、何かのきっかけになればいいなと思ってつくり

ました。いろいろな方に聞いていただいて、茅ヶ崎ではやって広まっていけばいいなといった意識で

つくりました。そんな曲です。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 どうもありがとうございます。歌って、人を感動させたり、

感じたり、動かしたりとか、あと伝えて残すという意味があると思っていて、僕、想定していなかっ

たのです。茅ヶ崎発の防災の歌とかに発展、詐欺の歌とかいろいろな、先ほどもありましたけど、い

いと思うので、やれたらいいなと思っています。 

 それから、タイトルが長いのですけれども、実はやっぱり自然災害と同じで想定外のことが結構い

っぱい起きまして、当初、僕は１年前にプレゼンさせていただいたときは友達ロボットをつくるとい

う夢があったので、Pepperくんに防災アプリを入れて集客に使おうと思っていたのですが、100万円規

模だったのですが、実際、予算は自己ベースで13万円ベースの事業規模です。あと、ちょっと想定外

だったのは、これです。熊本。ちょうど１年前に熊本の地震が起きました。茅ヶ崎で、震度７、僕、

九州出身でちょうど３カ月前に、熊本や大分の友達がいて、「九州南海防災スイッチオン！プロジェ

クト」というのを立ち上げた直後だったのです。東京の大体100分の１ぐらいの地震発生確率だったの

が、震度７が起きまして、茅ヶ崎で寒川と熊本支援体組織して、２トントラックとか、多額の支援金

・寄附をいただいて、そういう活動をしたりとか。そのとき僕が一番びっくりしたのは、震度７で耐

震住宅がいっぱいつぶれていました。この話を皆さんにお伝えしたいとか。ちょっといろいろ予算的

な話と、あと僕も経済的な問題があったりとかして収支をかんがみつつ、かつコンテンツを入れかえ

しました。ターゲットは、基本的には耐震と地震火災です。茅ヶ崎でもこういう広報紙がありますけ

ど。当初、１年前のプレゼンとコンテンツが変わっています。カフェスタイルは同じく、１月の阪神

淡路大震災、２月、３月とさせていただきました。それからあと、コンテンツは阪神淡路大震災で震

度７、何が生死を分けたのかというビッグデータのＮＨＫスペシャルを見て、あと、熊本と糸魚川の



- 24 - 

大火の話も入れさせていただきました。集客とソーシャルＩＴは、もともとあるアプリ、かながわシ

ェイクアウト。私もきょう、アロハシャツ着てこようと思ったのですが、シェイクアウトの手づくり

Ｔシャツ着てきましたけども、シェイクアウトのアプリと、それからフェイスブックとウェブ、もと

もとやっていたソーシャルＩＴの配信の予算。それから、アーティストの方々、ちはるを初めとして

いろいろなアーティストの方々に来ていただいて集客したりと、そういうのをやりました。１月から、

１月19日。それからあと、新しい地域で、新しいコミュニティー、ソーシャル・スマホ世代の人たち

にリースするのをフォーカスして、茅ヶ崎にコワーキングスペースという新しい地域のクリエイティ

ブスペースがあって、コワーキングスペースがオープンして、私もファウンダーになったのですが、

チガラボで、若い人です。働いている人たちとか。あと、ちょうど２月11日で５周年になったので、

ハスキーズギャラリー。ハスキーズさん、加藤シンゴさん、この基金にも協力していただいたりとか。

あと、防災マーカーを南口の新しいゾーンで、きれいな高砂コミュニティーセンターなどで、立派な

ところでさせていただいたり。あと、311に、ちょうど土曜日だったので、いい具合にサポセンでやら

せていただいたりしました。ただし、ちょっと１日、311の企画はよるカフェ事業なので対象外です。 

 あと、ソーシャルＩＴに関しては、ベースのシェイクアウトアプリとかフェイスブック広告で集客

したり、フェイスブックやったり、あと、じしんつなみどっとこむの運営等の費用に充てさせていた

だきました。企画は、チラシを置かせていただいているので、お配りさせていただいたので、震度７

と地震火災にフォーカスした内容です。ミュージシャンたちがボウサイダーと言ってサイの帽子かぶ

ってやったりとか、あと、茅ヶ崎プロレスもコラボしていただいて、任命防災パートナーをやってい

ただいたりとか、ママさんシェアリングをやっていたり。あと、震度７の話、結構重要なのは、建物、

木造住宅は茅ヶ崎でも２割ぐらいのうちが震度７で倒壊します。うつ伏せでほとんど窒息されている

ので、丸くなればいいとか、そんな話です。 

 済みません、もうバーッと行きます。締めますが。あと、アプリです。これはもともと、津波避難

所とか入っています。それから、かながわシェイクアウト、ことしもやりますが、９月１日のかなが

わシェイクアウトに集客するものです。予算も大幅に圧縮して13万円ぐらいの規模でやりました。コ

ンテンツもほとんどゼロです。満足度としては４．６、それからあともう一つ、女性の方で１回目に

出てくれた方が２人、防災リーダーになっていただきました。これはなかなかすごくて、きのうちょ

うど地域でやった防災会があったのですが、去年、女性が多かったということで、ことし男性の方が

出たいという話が出たりしてよかったと思います。あとは、もうちょっといっぱいありますが、こと

し、これからスーパー台風とかゲリラ豪雨があるので７月にそれを予定しています。今後、実行性の

ある防災対策をしていかないといけなくて、例えば感震ブレーカーの補助事業とかもしていますが、

自治会や自治防災会ではつけるのが大変で追いついていないです。あと、えぼし麻呂消火器もデザイ

ンがいまいちなので、僕は１人１本、一家に１台とやっていますが、宮田工業と茅ヶ崎市とえぼし麻

呂コラボでデザインコンテストをやって普及させるとか、こういうのを「うち何買えばいい？」と聞

いてくるのですが、教えても買った人はほとんどいないので、「ウッチーに任せて防災安心パック」

みたいな形で地域の防災のメーカーさんとコラボしたりとかしてやっていこうかなと思っています。 

 済みません、話していると切りがないのですが、以上で終わります。どうもありがとうございます。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 どうぞ、ご質問のある方、お願いします。では、秦野さん。 

【秦野委員】 １つ、収支の部分で質問があります。広報通信費が支出の中で全体の約50％ぐらい、

半数を占めているかと思うのですが、特にフェイスブックの広告による費用が約２万3000円ぐらいに
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なっています。その効果というか集客に結びついたのかという点と、あとリーチ数など、もし数字を

お持ちでしたら教えていただけたらと思います。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 先ほど、ちょっと状況がいろいろ変わって、コンテンツとか

予算配分、全然変えています。例えば、上映を101回、東日本のミュージカルをやろうと思って30万円

ぐらいとっていたのですが、それを変えたりとかして。実際は、実は僕も想定外なのですけど、おと

としサラリーマンやめてからフリーで今、新しい働き方、稼ぎ方をやっているあれで経済的に再建中

で、方向的にはもともとベースでやっていたアプリの配信やウェブ、フェイスブック広告で集客する

新しいその人たち。フェイスブックの広告は、例えば茅ヶ崎市の20代の女性というふうなターゲティ

ングマーケティングができるので、その人たちだけにこれを表示するというのができるのでやってみ

ましたが、結果的には、済みません、数値がはっきりまだ見ていないのですけど、そんなに集まって

いないです。なぜかというと、ごらんになってわかるように人数がそんなに集まっていないです。た

だ、中身は、僕が知らない人たちも結構参加されていたので、新しい層の人たちに受け入れられたの

ですけども、それで30人、50人集まったとかというのがなかったので、リーチは1000とか2000とか、

それから紙メディア、チラシも毎回1000枚ずつ手配りしたり掲示板に表示したりとか、広報ちがさき

に載せていただいたりとかしたので、だからそういう意味では、先ほどから出ていますけど集客面で

はやっぱり防災だけでやるというのはなかなか。ただ、先ほど言ったチガラボとか、全く新しい人た

ちばかりの層の人たちが刺さって防災リーダーのところまで女性も持っていけたりしたというのはな

かなか、僕も想定外だったのですけど、個々ではよかったかなというふうに思います。大きなムーブ

メントをしていくという意味では、僕も実は、フェイスブックの全体のやつでは２万5000ぐらい、そ

れから、湘南茅ヶ崎版という2000ぐらいのリーチのページを運営しているのですが、そこに載せても

こんなものだというのが実態です。 

 以上です。 

【秦野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 どうぞ。 

【三觜委員】 防災関係、今、非常に大事な時期だし、大変ありがたいことだと思うのですけれども、

この中で防災そのもののＰＲ、いろいろな周知というのを今までやられていて、これから、今後の展

開の中で具体的な活動というのに発展していくときに、当然、今まで既存の地域のそういう団体だと

か、そういうあたりがかなり、それなりに動いておりますので、ちょっとその辺との関連がどういう

ふうになっているのかというのと、もうちょっと具体的な、例えば感震ブレーカーの扱いをどうする

かとか、当然、地域と絡んでいかないと、なかなかそこまで単独の団体だけではできないと思うので

す。その辺の動き方を少し教えていただければ。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 ５年前に僕がこれをやったときに、自治会長をやったりとか、

今、赤羽根をやっていますけども、湘北でみこしを担いで消防団を連携しようとしたりとか、きのう

も湘北地区の自治会の協議会の防災部会の地域の副部長をやって、一緒にやったりとかしています。

僕がソーシャルのほうをやっているのは、１つはスマホを持っている世代の人たちに、実は昨年、防

災マニュアルづくりで、市が主催している防災のセミナーは100人すぐ集まります。主要な参加層は50

代60代男性です。ただ、そうじゃない層の人たちを僕は切っていますけども、逆に今ある既存の自主

防災会や地域の、地元でまずチラシを配ってみようかなとか、あと、地元で今、感震ブレーカーの設

置の補助金の制度が出てきたりとかしていますが、平塚ではただで配り出しているのに設置が追いつ

かないのでとめているという話をちょっと聞いたりとか今しているので、では、若い人たちとかママ
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さんとかに例えば１個500円で、手数料つけるから、つけて回るのを、自主防災会だけじゃなくて、そ

ういう有志でやっていこうよと組織をしていこうとかというのもありだと思うので、消防団はそうで

すね。そういうのをなるべく地元、自分の足元のところで今やろうというのもしています。 

【三觜委員】 わかりました。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 社協さんのところも当然そうですね、連携は。自治会だけじ

ゃなくて。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。私も災害の仕事を20年近くやっていたので、ご苦労

はよくわかるのですけれども、基本的に１年のお金の話をしているときに、防災には10年のお金が必

要、いざ災害が起こったときの復興には100年のお金が必要というジレンマがあるんだと思うのです。

防災というのは非常に人々を説得しにくい。リスクが、確率がということでもって10年の間に起きな

ければ別にいいじゃないかということになるんだと思うのですが、そういった意味で、この「スイッ

チオン！」のプロジェクトは防災、減災、あるいは災害時の支援のいずれかに比重をどう置いていく

かということが今、「スイッチオン！」さんの…… 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 一番フォーカスしたのはこれだけです。災害。 

【伊藤委員】 ご存じのとおり、一番亡くなるのは、例えば自然災害の場合は３日後が一番多い。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 いや、違います。最初の１分です。 

【伊藤委員】 まあ、もちろんそうですが、それは減災によって防げると思うのですけれども、どこ

に重点を置かれるかということを、ご経験の中でよりシャープにしていかないと、すべてを対応する

のは無理だと思うのです。市でも対応できないから、市民の力が必要なのであって、その辺はどうい

うふうにお考えでしょうか。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、僕も、例えば

食べ物の備蓄とかそういうのもやったりしていますけど、水とか、要はフォーカスするのは死なない、

だれも死なないというのが僕の一番の目指しているところです。だから、死んでいる人数が多いとこ

ろを、死ぬ人数が多いところにフォーカスする。僕は減災という言葉は使いません。なぜかというと

…… 

【大江委員長】 済みません、時間が押しているので、やや短目にお願いできますでしょうか。 

【防災スイッチオン！プロジェクト】 はい。防災にフォーカスしています。なぜかというと、だか

ら死ぬ人数が多いものに関して事前にやっておかないと手おくれなものにフォーカスしてやっていき

ます。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございます。 

【大江委員長】 それでは、これで終了いたします。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、「こころを聴き、こころに寄り添う傾聴講座 入門編 傾聴ボランティア

養成講座 傾聴交流会」事業でございます。「地域のお茶の間研究所さろんどて」の皆様でございま

す。よろしくお願いします。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 私は「地域のお茶の間研究所さろんどて」代表の早川と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 ステップアップ支援事業の２回目ということで、前回の報告会では私たちの事業も説明をさせてい

ただきましたが、今回はそこは省いて、初めてお聞きになる方もいらっしゃいますが、済みません、
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今回の事業にクローズアップしてお話をしたいと思います。私たちの事業、さろんどては主に居場所

の事業をしています。空き家を利活用した、高齢者から赤ちゃんまでどなたでもいらっしゃれる居場

所と、それから子ども食堂、そこから出た課題を事業化したのが、この傾聴講座です。今回はステッ

プアップということで、前回の振り返りから２つの講座、それから交流会をしました。まずは入門編

です。前回やったときに、日常的なものを学びたいという方が半数以上いらっしゃったということで、

その入門編というのを新たに、そこが得意な澤村先生という先生をお迎えしまして日常傾聴をこの入

門編ではしました。参加者が39名で、うち30代の方に託児を利用されての参加がありました。これが

傾聴講座の様子です。写真、短かったとは思いますが、皆さん積極的に、ワークショップ中心の講座

ですので、にこやかに参加をされています。 

 もう１つが、私たちのこの目的の中には、茅ヶ崎市内で傾聴のボランティアをする人をたくさん出

したいというところがありましたので、それと、前回のアンケートでも、もう少し、もう一歩踏み込

んだ内容であればボランティアができるというアンケートの結果が出ていましたので、一つ踏み込ん

だ傾聴ボランティア養成講座をしました。内容を見てもわかるとおり、認知症についてと、それから

具体的に行動するための認知行動療法の活用についての内容が主でした。これが実際のところで、こ

ちらは前回と同じ講師で鈴木しげ先生にお願いして、鈴木しげ先生は自分自身もセラピーでもありま

すし実践をしている方でしたので実践を交えて、そして認知症については認知症サポーター養成講座

を講座の中に組み込んで、その中身は当事者の声を反映したものになっています。 

 そして１月、講座が２回終わったところで前年度の受講生と、それと今年度の受講生あてで傾聴の

講座交流会を開きました。ここでやっぱり１回講座を受けただけでは忘れてしまいがちなところで、

ここでもう一度、澤村先生と鈴木先生をお呼びして、講座を受けてからの振り返りをし、実際に傾聴

のボランティアをもう始めている方がいらっしゃいましたので、その方からの実践の報告を伺いまし

た。これがそのときの様子とプログラムの内容です。 

 参加者の感想というところでアンケートを毎回とっていますので、内容はきょうの冊子に載ってい

ます。そちらのほうをごらんください。アンケートの結果、ほとんどの方が「大変よい」から「よい」

ということで講座の評価を受けています。この中で「傾聴ボランティアをやってみたいか」というと

ころ、入門編では12人、養成編では７人、交流会では「はい」と答えた方が８人、既にやっていると

いう方が６人いました。受講生の声で「実践的でよかった」という声や「難しい内容だったけれども

楽しくできた」ということ、それから「認知行動療法の難しさを感じて、さらにまた深めたい」とい

う方がいらっしゃいました。 

 げんき基金の助成を受けた事業の成果です。傾聴講座の受講生は、２年間で132人の方が受講をされ

ています。また、傾聴ボランティア茅ヶ崎という会ができていますので、そこにうちの講座を受けて

入るという方がいまして、６人の方が入って実践をしています。それから、当団体と傾聴ボランティ

ア茅ヶ崎や、それから地域の団体、神奈川のかながわコミュニティカレッジを卒業した団体とも私た

ちは連携をしていて、県内の傾聴ボランティアの団体との連携ができています。それから、ホームペ

ージのことがここにうっかり載せていなかったのですが、ホームページの作成料もいただいておりま

す。これで、より詳しく団体の事業やＰＲができるようになりました。このげんき基金でいつもプレ

ゼンをさせていただいておりましたので、このプレゼンを張りつけることによって私たちの事業の内

容をより皆さんにお知らせすることができています。まだ運用は始まったばかりで、これからかなと

思っています。これもフェイスブックと連動していまして、フェイスブックのリーチがこの20日から

26日の間で、最低が539、多いときで1835ありますので、この連動は効果的かなと思っています。それ
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から、当団体でボランティアとして傾聴講座を受けた方が来て、ボランティアで実践される方もふえ

てきています。 

 今後です。傾聴講座は、これからはもう、げんき基金ではなくて自分たちの力で傾聴講座の継続、

今年度も６月から開催予定で、約30名の受講予定になっています。それから、傾聴の実践者をふやす

ということで、より傾聴ボランティア茅ヶ崎や他団体と連携をしながら実践者をふやしていきたいと

思っています。インストラクターの輩出ということで、リーダー講習やインストラクターの養成講座

に団体から受講していきたいと思っています。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それでは、まず伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。まず１つ、事実確認です。87ページの一番最後に「思

春期カフェで育てにくさを抱えている親に寄り添っていく」ということなのですが、ちょっと傾聴と

の関係がよくわからないのですけれども、教えていただけますでしょうか。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 思春期カフェでは、支援者・保護者向けのカフェを考えてい

ます。ここで、その保護者の気持ちを吐き出す場というか感情を共有する場になっていますので、そ

こを傾聴講座を学んだ者が傾聴して、認知行動療法も少しかじり始めましたのでその手法を生かしな

がら一緒に傾聴し、その人が安心して話せる場を提供していきたいなと思っています。 

【伊藤委員】 わかりました。ここでおっしゃっている「市民活動たすけあい基金」というのは、生

活クラブのもの…… 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 いえ、違います。これは今年度、げんき基金をいただいて…

… 

【伊藤委員】 「たすけあい」と書いてあるのですけども。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 間違えています。申しわけありません。 

【伊藤委員】 わかりました。いろいろなことをお書きになっているので、大変いろいろな事業をさ

れたと思うのですが、だれが傾聴を阻害しているというふうにお感じでしょうか。傾聴が広がらない

理由、あるいは広がって大事さをわかったという、結果はたくさんお書きになっているのですけど、

何が原因でもって人が傾聴の大切さをわかるようになるか、何が原因でもって傾聴が広がらないのか、

というふうに。アンケートの結果はたくさんお書きになっていますが、どういうふうに分析されてい

るか、お聞きしたいと思いますけども。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 まず、傾聴という言葉がとても難しくて入りにくいかなとい

うのが一つあります。実際に受けてみると、傾聴って、まず自分を知り、自分をわかり、相手のこと

を理解、寄り添っていくんだなということがわかるのですが、その名前がちょっと取りつきにくいと

いうか入りにくいのかなと一つ感じています。それから、自分にできるのかな、人の話を受けとめら

れるのかなというところにも難しさを感じられているのかなと思いますので、そこはやっぱり、もう

少し間口をやわらかくして入ってもらえると、ということには日常で実践というところから始めてい

るのですが、そこから入っていただけると広がっていくのかなと思っています。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。そうしますと、今後は名前をもう少しやわらかいも

の、わかりやすいものにするとか、自分でもできるということをより広く皆さんにお知らせになった

ほうがいいと思います。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 そうですね。ありがとうございます。 
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【大江委員長】 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

【秦野委員】 質問というよりは、今後の展開に関してのコメントをさせていただきたいと思います。

現在、多分ご存じだと思うのですが、今、30代の子育て夫婦の方の移住がすごくふえていて、現状で

はやっぱり行政、ＮＰＯの取り組みというのが、未就学児を対象にした事業がとても多いなというふ

うに思っています。ただ一方で今後、やっぱり10年たつとその子供たちが中高生になって、きっと青

少年の課題とか保護者の課題というのがふえてくるだろうという可能性のもと、今年度げんき基金を

活用されると思うので、ぜひ今回の事業の成果をまた生かしていっていただきたいなと思います。 

【椎野委員】 先ほど、お話を伺っておりましたら、受講された方が138名になったということで大変

頑張っていらっしゃると思うのですが、この中には、かながわコミュニティカレッジとかそういうと

ころをご卒業なさった方もいらっしゃるということでございますけれども、例えば県でやっている、

かなコミでやっている傾聴ボランティア養成講座というのがあって、４回ぐらいやっていると思いま

すが、こちらでやっているのと同じぐらいの回数でございますね。内容的にどういうふうに違いがあ

るのか、そうすると、例えば、かなコミでやってきた卒業生とこちらの受講された方たちとどのよう

な、差別化はないのですが、一緒におやりになるのですけれども、それが内容的には差があるかない

か感じたことはございますか。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 一応、かなコミのも受けてみたのです。余り変わりませんが、

ただ、一番最初にやったのは少し時間が短かったので、少し内容は薄かったかなと思いました。でも、

２回目、昨年度やったのは、前年度の反省で、日常リッスンのところを詳しくやろうということにな

って、内容はそこは変えて、メンバーに寄り添っていると思います。 

【椎野委員】 わかりました。これで、こういう方たちをふやして地域に根差すということですけれ

ども、目的はそういう形で頑張っていただくのですが、最終的にはどのぐらいの何というか目標みた

いなのはございますか。 

【地域のお茶の間研究所さろんどて】 最終的な目標ですか。地道な活動でありますので、本当は市

民みんなが傾聴できるようにと思いますけど、その雰囲気づくりというのが大切かなと思っています

ので、人の話を聞くというような雰囲気ができるような活動を、この傾聴講座だけではなくて、自分

たちの活動を通して広めていきたいと思っています。 

【椎野委員】 ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、時間も参りましたので、これで終了します。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 ここで休憩とさせていただきます。再開は11時40分からとさせていただきます。 

 

（休憩） 

 

【事務局】 それでは、再開いたしたいと思います。 

 続きまして、「ゆいまーる食堂」、神奈川ゆいまーるの会の皆様でございます。よろしくお願いし

ます。 

【神奈川ゆいまーるの会】 神奈川ゆいまーるの会の代表の古和田と申します。今回はこのようなす

ばらしい取り組みに参加させていただいて感謝しております。 

 ゆいまーるの会では、聴覚障害者と健常者が手話の勉強会や交流を通して、困ったときには助け合

える仲間をモットーに市民活動団体を設立いたしました。活動内容としては、市内のイベントに参加
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したり、たくさんの方々に手話を広めていきたいという思いで勉強会を開催しております。聴覚障害

者と健常者が助け合えるようにみんなで日々協力しています。今までの活動資金は私個人のものでし

たが、今回このゆいまーる食堂では茅ヶ崎市げんき基金補助事業を利用させていただきました。 

 初めは来場者が少なくて食材の廃棄も出てしまい、ちょっと残念でした。食材のロスをなくすため

に、開催場所が沖縄料理の飲食店になりましたので、通常のメニューである商材の沖縄の家庭料理を

提供する形に変更いたしました。そのメニューは111ページに写真があるのですが、この３種類を提供

しました。飲食店の定休日を利用していたので、当初、一般のお客様とゆいまーる食堂の来場者を区

別するにはどうするのかということが問題視されましたが、ここはクリアできました。また、長期の

お休みのときには土曜日も開催していました。夏休みや冬休みは来場者数もやはり多くなっていった

ので、これはよかったと思います。告知の方法としては109ページと110ページなのですが、茅ヶ崎市

の広報、タウンニュース、近隣へのチラシのポスティング、萩園町内会での回覧板、ＳＮＳ、飲食店

にチラシを置かせてもらったり、あとは中央公園で開催の市民祭りやふれあい祭り、サザンマルシェ

等のイベントではそれぞれ300枚程度を手配りで配布いたしました。 

 聴覚障害者の方には、開催日に近隣にチラシをポスティングしていただいたり、準備や掃除、終了

後の後片づけなど、お手伝いしていただきました。障害者の雇用に関して、げんき基金では会員の給

料は認められないということなので、新規で聴覚障害者の雇用をいたしました。できれば、会員でも

給料の支払いが認められたらよかったと思いました。 

 この事業を通して、萩園地域の農家さんから新鮮でおいしい野菜をご提供いただいたり、町内会長

さんにもご協力いただいて回覧板にも掲載させていただき、地域のつながりもできてきました。一般

の方からも、お米や食材のご提供もあり、とても助かりました。今週の水曜日にも子ども食堂を開催

していたのですが、このときも一般の方からお米15キロとお菓子などをいただき、こちらも利用させ

ていただいております。 

 お子様、ひとり親家庭の方、ひとり暮らしの高齢者の方、障害のある方と対象条件を明確にしてし

まったことにより来場者数が伸びなかったのではないのか、ということが少し気になりました。理由

としては、ここに来ると貧困家庭と見られないのか、ひとり親だから来ているのかなど、いじめの対

象になり得るので、足が遠のいてしまうこともあるのかもしれないということが考えられました。ま

た、障害者と書くことが差別にはならないのかとか、高齢者のひとり世帯の方は通うことが難しく、

時間的にも外出は難しいのではないかということと、あと、店内の席数が15席しかなかったので、来

場者がふえた場合にはどうしていくのかという、このような課題も残りました。とはいっても、一度

足を運んでいただくとリピーターも多くなってきましたので、ＳＮＳやいろいろな形で今後も情報提

供をしていこうと思います。 

 現在は地域のママ友ネットワークにより、来場者も少しずつふえています。地域の高齢者、子供、

ひとり親世帯、障害者にこだわらず、だれでも一緒に温かい食事を食べながら楽しい時間を過ごせる

ように、月２回ぐらいで今後も継続していく予定です。３月末でこの事業は終了となりましたが、現

在も個人的に継続し、行っています。４月19日は18名、４月26日16名、５月10日21名、５月24日18名

の来場者がありました。げんき基金補助事業により、とてもよい環境をいただいたので、これからも

気軽に来られるゆいまーる食堂を継続していこうと考えております。 

 以上です。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 では、まず中川さん。 
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【中川委員】 ありがとうございました。一つお伺いしたいのは、一般の、この最後の課題というと

ころにありましたように、「ここに来ると貧困家庭ではないのか」とか「ひとり親」とか、障害者と

してのレッテル張りみたいなものにならないように、そこで必要な人たちが集まるということは非常

に地域の中で重要だと思うのですが、難しい課題を抱えていらっしゃると思うのですけれども、この

辺ちょっと、一般の来場者との区別がうまくいきましたと、さっきちょっとおっしゃっていましたが、

これはどのようにしてされましたか。 

【神奈川ゆいまーるの会】 先ほどお伝えした、一般の来場者と子ども食堂との区別というのは、お

店の定休日に開催しているので、宣伝というか大きなＰＯＰをつくって「子ども食堂開催中」みたい

な感じの告知はしていました。なので、一般のお客様が、なかなかちょっと逆に入りづらいような雰

囲気を出していたのですが。 

【中川委員】 子ども食堂に来られた方たちへのアプローチというのは、どのようにされたのですか。 

【神奈川ゆいまーるの会】 告知の方法ですか。基本的には、やっぱり一番効果があったのは中央公

園で開催しているイベントでチラシを、こちら110ページの左下、ちょっと小さくなってしまっている

のですが、このチラシを大体300枚前後、毎回一人一人、手に渡して、お知らせしていたので、これを

見ていただいた方が、やはり来ていただいていたというのと、あとは、やはり以前から一緒に、会員

である聴覚障害者の口コミでどんどんお友達とかが来たり、というように少しずつふえていったと思

います。 

【大江委員長】 まず、伊藤さん、その次に椎野さん、お願いします。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。障害者雇用に関して、会員にはお金を出せないとい

う話で、あきらめたということなのですが、組織、ゆいまーるの会にとって会員である方というのは、

どういうふうにお考えでしょうか。というのは、そういう考え方が一番基本にあって、会員でない方

を雇用されたようなのですけれども、会員にこだわる理由はどこにあるのでしょうか。 

【神奈川ゆいまーるの会】 そもそも、この事業をしたいと思ったときに、まずは身近に職のないこ

の会員の聴覚障害者の人たちにも潤ってほしいという気持ちが強くあったので、それをちょっと残念

だったなと思ったのです。 

【伊藤委員】 利便的にも技術的にも、会員でなければ、多くの方々は特に問題ないというふうに、

しゃくし定規に考えれば済んでしまう話なのです。さらに、貧困であるかないかということが思われ

るということも、それは団体の考え方、見せ方によって大分変わると思うので。ＮＰＯだとかこうい

った市民活動にとって会員とは何か、なぜ会員なのか、支援する側・支援される側、あるいはともに

働く側、いろいろな考え方があると思うのですが、そこはもう少しお考えになって、より目的に、目

標に向かって合理的に考えたほうがいいような気が私はしますけど、いかがでしょうか。 

【神奈川ゆいまーるの会】 そうですね。スタートがやはり、すべて私個人の資金から始めたことな

ので、自分の身近なところから潤っていけばいいという形からのスタートでこの大きい事業になって

しまったので、ちょっとそこの切りかえがまだまだできていなかったんだと思います。 

【伊藤委員】 全国さまざまな団体があって、ＮＰＯだとか任意法人だとかいろいろな形をつくって

いる、会員であったりとか、支援者であったりとか、いろいろな形の名前をつくっている。そこを等

し並みに全部割り切ることはできないのが実態ですので、そこを、ある意味ではよく利用して、悪い

言い方をすれば逆手に利用して、もう少し、会員ということについて、どうして会員でなければいけ

ないかということを考えれば、多くの補助金がこのげんき基金だけじゃなくても得やすいことになる

と思うのです。雇用の創出ということは、と思います。 
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【大江委員長】 ありがとうございました。では、椎野さん、短くならば質問を。 

【椎野委員】 ありがとうございます。確かに支援される側・する側の重要なポイントを今、伊藤委

員さんがおっしゃってくださいました。私がお聞きしたかったのは、こういうことですごくいい仕事

というか、いい事業をなさっていらっしゃるので、今、店内には15席しかないということでしたが、

20席限定ということでこちらのチラシには書いてありますけれども、これからどんどんふえるように

していかなくてはいけない。そのときには、対応はどんなふうにするのか。例えば今、月に２回、定

休日でおやりになっていらっしゃる。それを倍、４回にするとか、何かその辺をお考えか、教えてい

ただけたらと思いました。 

【神奈川ゆいまーるの会】 人数がふえてきたらということに関してですが、やはり開催の時間が５

時から７時という形のこの２時間で、２回転できるかと思ったのですけど、やはり皆さんお話とかし

ているので、そこは「帰ってください」とも言えないので、ちょっとそこはすごく問題。時間を長く

するとか、もう少し昼間から、夜だけではなくて昼の食事と夜もやってもいいかなというふうに考え

ています。 

【椎野委員】 ありがとうございました。 

【大江委員長】 では、これで終了いたします。どうもありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、「郷土誌の発行と、その冊子を教材にしての出前講座」、柳島いまむかし

会の皆様でございます。よろしくお願いします。 

【柳島いまむかし会】 柳島いまむかし会の前田と申します。横に並んでおりますのは心強い仲間の

メンバーです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めのこの写真は、柳島海岸から見た西の方角で、ちょうど朝の時間帯で虹が出ていたのです。と

てもきれいだったものですから待ち受け画面にしました。 

 柳島いまむかし会の１年間の歩みを、これから報告させていただきます。事業の目的と成果をここ

に書きました。郷土誌の発行と、その冊子を教材にした出前講座をする。このような目的を達成する

ために、柳島小学校を中心に11の講座を開催しました。柳島小学校の児童や中島中学校の生徒の反応

はよく、成果については十分な手ごたえを感じました。新年度も講座の予約が入っており、これから

も継続してこれらの事業を展開していきます。 

 冊子発行までの経緯ですが、平成24年に柳島いまむかし会を発足しました。初めの心配は、印刷代

などの資金をどうするかが一番の課題でしたが、青木会長が個人的に一時負担することによって解決

しました。市の市民活動げんき基金の補助金をいただいたことにつきましては大変励みになり、財政

的にも助けられました。ありがたく感じております。 

 これは会合の模様です。これは、地域の長老の方を招いて聞き取りをしているところです。毎回、

会議の模様は議事録にまとめまして、次の会に配るということになっております。これは、私の２人

目の方、栗田さんがかかれたイラストで、お手元の冊子の中のイラストはすべて、この栗田さんがか

いております。これは、１年間の11の講座の内容一覧です。 

 それでは、写真をもって説明していきたいと思います。これは第１回目です。海岸の厳島神社に私

たちメンバーが集まって、子供たち２グループを受け入れまして、その都度、説明をしました。子供

たちはとても熱心に聞いてくれました。これはそのときの模様です。写真などを見せながら説明しま

した。次は２回目です。地域は本村地区と海岸地区に分かれておりまして、ここは本村地区の藤間家
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です。皆さんご存じだと思いますが、藤間柳庵の育ったところです。ここには資料館もあります。こ

こでいろいろな話をしました。主屋のほうは国指定の有形文化財になっております。これは説明の内

容です。これは、藤間家から八幡宮に移りまして、八幡宮での説明です。このときはちょうど、おみ

こしが20年の改修工事が終わったときでして、地域の方々が集まっておりました。記念すべき日でし

た。これは、今度は３年生を対象にした自然観察会です。これはハマヒルガオです。ハマヒルガオの

アップです。これはハマエンドウです。この水たまりなのですが、ここで私が大活躍をしました。と

いうのは、40センチのクロダイをつかまえたのです。これは、実際はこの３分の１ぐらいの潮だまり

しかなかったのですが、手づかみでつかまえまして、私は親指にけがをしてしまいました。それで、

それは翌日、柳島小学校の先生方にお刺身と潮汁をつくりまして提供しました。大変喜んでいただき

ました。これが、そのときの得意満面の私です。これはまさしくクロダイなのですが、一応、魚拓に

とりました。墨汁を塗って、やりました。40センチです。これは、自然観察会の模様です。これは自

然観察会の当日なのです。前回は下見だったのですが、このときも潮だまりが残っていまして、子供

たちはここの水たまりで興味深く遊びました。 

 次は、町名会の説明会です。冊子を使っての説明をしました。この町名会も、海岸と本村で分かれ

ておりますので、このように説明会を開きました。これは中島中学校での、いまむかし会の講座です。

このときも中学生の皆さんは興味深くいろいろなことを質問してくれました。こんなことでやりまし

た。 

 これは、そのアンケートの結果をまとめたものです。いろいろ、昔の遊びについてだとか、屋号で

あるとか、講座そのものをこのようにしたほうがいいのではないかとか、そういういろいろな提案を

いただきました。 

 次は、中島中学の交流会です。これは、ことし始まったことではなくて、従来からもう何年も継続

してやっている事業であります。こま回しを実践しているところです。それから、これは小学校１、

２年生を対象にした講座です。これは、市の丸ごと博物館で講座を開きました。予期せぬ出来事があ

りまして、柳島小学校から招待を受けまして、３年生によるいろいろな演奏や合奏を聞きました。子

供たちの元気な声にとても感動しました。これは３年生からのアンケートを一人一人、書いていただ

いたものです。 

 私たちのやっていることは、ささいなことだと思うのですけども、それも継続すれば大きな力にな

るのではないかなと思っております。これからも、このメンバー、また、メンバーをふやしながら地

域に貢献していきたいと思っております。ご静聴ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 それではどうぞ、ご質問。では、髙橋さん。 

【髙橋委員】 どうもありがとうございました。タイをつかまえたときの親指のけがは大丈夫だった

のでしょうか。本当にすばらしい活動だと思います。柳島小、中島中の校区でいうところですけれど

も、ぜひこういった活動を骨入れてやっているんだということを発信して、ほかのエリアの模範とな

って、他のエリアでもこういう活動が広まってくれればなというふうに思っています。ちなみに、ほ

かのエリアからの視察とか指導を請うような、そういったことはあるのでしょうか。 

【柳島いまむかし会】 隣町の南湖と協賛で６年生の講座を一緒にやったこともありますし、ほかか

らも青木会長に問い合わせがあったようです。青木さん、よろしいですか。 

【柳島いまむかし会】 農協の農業新聞とか、そういうところからも連絡がありまして、一応、農業

新聞、全国版ですが、それにも宣伝方々、載せております。それと神奈川新聞、あと、さがみ農協の



- 34 - 

広報にも載せましたので、横浜や小田原、二宮、厚木や綾瀬のほうからも問い合わせがありまして、

そこに送っております。これからもそういうことで、柳島だけではなくて市外等にも宣伝いたしまし

て普及していきたいと思っております。以上です。 

【大江委員長】 ちょっと私、一つ。とてもいい活動をしていらっしゃると思いますけども、こうや

って拝見していますと男性ばかりで。これはすごく世代間交流が実現されているということを、この

中で感じたのですが。世代間交流はされているけども、皆様の世代の奥様方とか女性陣は一体どこに

行っちゃっているんだろうかとすごく気になるのですけど、その点をちょっとお話しいただけますか。 

【柳島いまむかし会】 困りましたね。ここに並んでいる人間、決して女性嫌いとか女性に嫌われる

という人間ではないのですけれど。以前、柳島にありました、今から37～38年前に『柳島うつりかわ

り』という郷土誌がございまして、そのころは女性が中心であったかと思いますが、今回はたまたま

でございます。決して女性を排除しているわけではございませんけれど、会員は常に募集といいます

か入っていただくことに戸を閉めておりませんので、これから逆に女性がふえてくるかなと期待して

おりますので、今後も続けていきたいと思いますし。先ほどの質問で、ほかの地域への広報活動等ご

ざいましたが、現在、私たちが販売しました半数以上が、極端な話が、柳島以外の方に買っていただ

いているといいますか、これは私たち、表紙にも「柳島」という題を打ちましたので、いざ販売する

ときにはちょっと範囲が狭くて困ったなと、せっかくなら「湘南のいまむかし」とでも打っておけば

もっと販路が広くできたのかなと思いましたが、「柳島」ということでしたが案に反しまして世間の

方から非常にいい評価をいただいておりますので、今後も地元はともかくとして、広い範囲で活用し

ていっていただけたらありがたいと思っておりますので、ぜひ皆さんにも宣伝していただきたいと。

よろしくお願いいたします。 

【大江委員長】 まだ残っているのですか。 

【柳島いまむかし会】 はい、ございます。 

【大江委員長】 そうですか。では、伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤委員】 とてもいい仕事をされていると思うのですが、冊子の後ろのほうに柳島年表をお書き

になっていて、柳島が、初見が1271年ですが、これはどこで初見されるのでしょうか。それだけ典拠

がないので、どこから。というのは、今後こういったことをまねする方々、あるいは今後引き継いで

いく方にとって何が出典であるか、何が典拠であるかということが大事だと思うので、お聞きしたい

のです。恐らく1271年という数字が出ているのは何かに書いてあったんだと思うのです。 

【柳島いまむかし会】 前の冊子の『柳島うつりかわり』という本から引用しております。そういう

データは確認してからやっております。 

【大江委員長】 ありがとうございました。時間になってしまいましたので、これで終了させていた

だきます。どうもありがとうございました。 

【柳島いまむかし会】 ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 

【事務局】 続きまして、「第２回 赤ちゃんからのミモザコンサート」、「子育て支援グループ チ

ーム・ミモザ」の皆様でございます。よろしくお願いします。 

【子育て支援グループ チーム・ミモザ】 「子育て支援グループ チーム・ミモザ」の杉坂と金澤

でございます。よろしくお願いいたします。 

 今回は、げんき基金の事業として支援していただきまして本当にありがとうございました。2015年
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にまず第１回目をチーム・ミモザとして自力開催をしました。そのときには、やはり資金がチーム・

ミモザというか個人的なものからの捻出でしたので、今回補助金をいただけたことに対して本当に感

謝を申し上げます。というのは、第１回目はすべてボランティアのスタッフとして無料で、しかも、

演奏してくださった先生方もドレスを着てくださったにもかかわらず無料で参加していただきました

ので、今回、打ち合わせ費用や交通費、あと、昼食をまたいでの朝９時から入り、５時までの企画で

したので、昼食代も全部すべて含めての謝金を発生させていただくことができまして、本当に感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

 今、チーム・ミモザは公民館で子育て支援事業を行っております。主に、初めて赤ちゃんを育てて

いる方たちが不安や孤立、そういうものから少しでも、軽減して気持ちが軽くなっていただきたいと

いう思いでボランティア活動を続けております。しかし、この第１回と第２回のコンサートを経て、

やはり皆さんが、音楽を取り入れた親子の触れ合いの時間をとても楽しんでいってくださっているこ

とがわかりましたので、コンサートが終わった後も、公民館の活動ではございますが、支援活動の一

環としてコンサートの後を引き続き、音楽を取り入れた活動を行っております。それから今回、第２

回目ということで、最初の１回目が300人だったところを、やはりアンケート結果をとりましたら、も

っとみんなに知らせてほしかったということも、知らせてはどうだったのかと言ってくださいました

ので、周知活動も含めて経費をいただき、そして100名、目標をアップしたところ、本当に400名の方

が来てくださいました。そして、その第１回目と第２回目で集ってくださった参加者や、先生方もこ

の活動に共感してくださって、地域でも小さな音楽活動を始めた方もいらっしゃいます。それから第

２回目は、何と地元の業者さんたちも、資金ではないのですが、マンパワーというか当日の来場者の

お世話係として入ってくださることもありました。なので、本当に私たちの活動が、微力なのですが、

そのように地域の方たちに支えていっていただけたことを実感しまして、私たちも本当に気持ちのい

い一日を過ごさせていただきました。 

 以上、あとは写真を見ながら説明をさせていただきます。このように展示をしてありますのは、１

年間のミモザ活動を収めている写真の展示でございます。公民館活動の展示です。それから、こちら

は当日までに準備をしました掲示物です。この大きな立て看板も手づくりで、みんなでつくりました。

この辺も、日ごろの活動の紹介と、あと、参加者たちがつくったものも展示してあります。予約もい

ろいろと混乱しないように工夫を凝らしまして行いました。けががないことを一番に考えましたので、

スタッフも充実して皆さんのお越しをお待ちしました。この辺が、協力してくださった業者さんたち

の展示もあります。これは、日ごろの活動です。ここは、パパたちの参加もあり、スタッフのパパた

ちも当日は来てくれて、参加をしております。ここは、夏休みでしたので、スタッフのお子さんも来

て展示を手伝ってくれています。入念にチェックをしているところです。ずっと９時から詰めて、こ

のように準備をしてまいりました。いよいよ、これは12時30分から受付が始まりまして、みんなで並

んでお迎えをしているところです。ここは、受付の前に、ホールの中でのリハーサルを行っていると

ころです。ここに来るまでにもう各自で、自宅や音楽教室の中でたくさんのリハーサルを重ねてくだ

さっているので、当日の朝のリハーサルは１時間程度で終わらせております。いよいよ、来場者がみ

えました。ここからが、プログラムがスタートしたところです。ここからは、参加者もステージに上

がっております。ここで終了しまして、全員で、参加者の方たちと一言ずつの振り返りをしていると

ころです。これが、出演してくださった方とスタッフで、最後の終わりに近づいたところの、皆さん

でのもう１回、最後の振り返りをしているところです。ということで、当日の流れはこのような感じ

で行うことができました。 
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 今、チーム・ミモザは、公民館でとれたところの日にちで活動しております。なので、継続的とい

うよりは本当に単発で毎回の活動を行っているので、なかなか周知活動も難しいのですが、フェイス

ブックを開設したばかりではありますが、そこからの周知を努めております。また、ここに協力して

くださった団体さんたちが継続して何かとチラシを配ったりとか、そういうお手伝いをしてくださっ

ています。それから、アンケートを１回目も２回目もとったのですが、ここに載せていただいていま

すように、このプログラムに関してのアンケートが、やはり「いろいろな楽器を聞けてよかった」と

いうことと、「生の楽器を本当に近いところで見ることができた」、また、「赤ちゃん連れで足を運

ぶことができた」、こういうのがたくさん、アンケートのお答えに書いていただいておりまして、ま

た次回開催するときは、時間はこうだったらいいのではないかとか、曜日の設定だとか、そういうこ

ともすごく期待を込めて書いてくださっているんだなということがわかるようなアンケート結果をい

ただけて、本当に感謝しております。残念ながら、今回ここに出てくださった方の先生のお一人は北

海道に行ってしまわれたのですが、本当に温かい皆様のご支援でコンサートが開けましたことを感謝

申し上げます。 

 また、今、茅ヶ崎市の文化会館が工事中で、今は大きなことを催せないのですが、とにかく先ほど

も申し上げたように、音楽を取り入れたサロンは随時、行っております。この先、また文化会館が使

えるようになりましたら、今回のいろいろな反省点やよかったところを点検し直して継続的に団体と

しても続けていければなと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、質疑に移ります。委員長、よろしくお願いします。 

【大江委員長】 では、どうぞ。 

【伊藤委員】 どうもありがとうございました。今回の報告会は、いわゆる世代間交流、あるいは家

族内交流というものがとても多い、12件中半分以上がそうだと思うのです。とりわけ、ミモザコンサ

ートさんに関しましては、名前までが「赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会」という事業の名

前で。そういう意味で、後で全体討議で出ると思いますが、皆さんがお考えになった音楽の鑑賞とほ

かの絵画の鑑賞、あるいは歴史を教え合う、そういったものとの違い、あるいは同質なところはどう

いうふうにお感じになったでしょうか。 

【子育て支援グループ チーム・ミモザ】 ありがとうございます。今ちょっと、ふと思ったのは、

私たちは、音楽は一瞬で消えてしまいますので、やはり会場に足を運んでいただき、その場を共有し

ていただかないと味わえないということが音楽だと思います。ですが、アートのように展示をして、

そこで一定期間、みんなで共有できる時間と空間があるということはすばらしいなと思っております

ので、この待ち時間とか、あと、同じ日にちに同時開催で、展示室には皆さんの展示物をご紹介し、

また、音楽の時間は音楽を聞いていただくというような総合的な芸術の一日として企画をできると、

なおいいのかなと。音楽をせっかく聞きに来てくださっても、どうしてもやっぱり中には途中で退出

される方もいらっしゃるのです。なので、そのときに展示室のほうに回られて、今度は絵画とか美術

の作品を見て心をいやされるという時間があれば、参加者の方たちもとても充実した一日が過ごせる

のかなと思っております。なので、これ以降、またそのような幅広い、交流を広げさせていただいて、

こちらの活動もまた何か役に立つことがあればと思っております。ありがとうございます。 

【大江委員長】 では、中川さん。 

【中川委員】 子育て中の若いお母さんたちが、こういう形でちょっと気分転換して音楽に触れると

いうことはとてもいい試みだと思うのですが、今後またずっと展開されるということですけれども、
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このげんき基金50万円、それがなくなった状態でどのようにして継続されるというふうに考えていら

っしゃいますか。 

【子育て支援グループ チーム・ミモザ】 ありがとうございます。今回、本当に50万円という大金

をいただきましたので行えたことですが、今回、業者さんたちが、力、その日の受付を手伝ってくだ

さるとか、そういうことをしていただきましたので、今後はその方たちももっと巻き込んで、スタッ

フの数が、ここで謝金を払わなくてもいいような方たちがふえるのではないかと思います。なので、

この50万円の中の一番の大きなウエイトは、やはりスタッフの方たちの人件費も多いので、そこを減

らす努力をしたいと思っております。ゲストで演奏してくださった方たちは本当に、さっきもちょっ

と申し上げましたが、ここに来るまでの、演奏していただくまでの準備がやはりありますので、ここ

はなるべく確保していきたいなというところで思っておりますが、人件費に関しましては努力を重ね

ていくつもりにしております。ありがとうございます。 

【大江委員長】 秦野さん、どうぞ。 

【秦野委員】 ありがとうございました。後ろのアンケートのコメントを読んでいて、子連れで服装

を気にせず行けるとか、小さなお子さんを抱えて大変な時期のお母さんが笑顔で楽しんでいるという

ここのコメントが本当に私も印象的でした。 

 今後の展開の中で、新たなスタイルということで一つ提案なのですが、文化会館の運営団体である

文化スポーツ振興財団さんが現在アウトリーチ事業として、要は市内全体を文化会館に見立てるよう

な形で、これから１年、２年、こういった出張イベントというか出前のイベントを展開されるような

ことを今、伺っています。ですので、そういった団体さんともぜひ、問い合わせをしてみたりとか、

連携してみるとまた幅が広がるかなと思います。 

【子育て支援グループ チーム・ミモザ】 ありがとうございます。実は、これを開くに当たりまし

て、やはり文化会館の方たちとも少しお話をさせていただきました。そのときに、しまじろう、学研

が行っている、そういうちょっと似たようなコンサートがあるのですが、それはやはり２歳以上とい

うことで、赤ちゃんは入れませんということでした。あと、金額が2000円なのです。それで、やはり

ちょっと余裕があって、行かれる方は、でも満席になるということなのです。その大ホールが。ちょ

っとそれで私も驚きまして、やはりすばらしい演奏会なんだなということで学ばせていただきたいと

ころは十分ありますが、そうではなく、やはり赤ちゃんからとか、服装を気にせずに、ふだん着で500

円でも入れるようなコンサートは続けていきたいと思っていますので、ぜひ市民会館の皆様ともよく

お話を伺いながら、こちらができるような事業を協力させていただくことができれば、本当に夢のよ

うなことだと思いますので頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。 

【大江委員長】 短く、済みません。 

【椎野委員】 今、きょうもパワーポイントでご説明いただきましたけれども、この事業のよさが伝

わるようにするためには、これから動画などはとてもいいのではないかなと思っております。「市民

活動って何」といったときに、やっぱり動画で目で見てわかる、こういうので相手に訴える力がさら

に増すと思いますので、その辺をちょっと希望したいと思いますので、お願いいたします。 

【子育て支援グループ チーム・ミモザ】 ありがとうございます。ぜひ、そうさせていただきます。 

【大江委員長】 それでは、時間もありますので、これで終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 

【事務局】 ありがとうございました。 
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【事務局】 以上で、予定しておりました12事業の報告が終了いたしました。ありがとうございまし

た。この後、この席で全体の意見交換会を行います。それでは、委員長、よろしくお願いいたします。 

【大江委員長】 皆様、長時間ご参加くださいまして、お疲れさまでした。皆さん、あと10分おつき

合いいただければと思います。 

 きょうの、この全体の意見交換という場は、ほかのいろいろなグループが活動した実績をお聞きに

なって、いろいろな感想をお持ちだと思うのです。我々はこちら側でいろいろ言っていますけれども、

同じよう何か意見を言いたいとか、そういうこともあると思いますし、提案もあるかと思いますので、

このげんき基金をどうやって今後とも盛り上げていくかということに最終的にはつながるような形で

ご発言いただければと思います。どなたかあれば、どうぞ、ご発言いただければと思いますが、いか

がでしょうか。特にないですか。 

 きょうの、さっきちょうど最後の、少し前に伊藤委員から世代間交流というのが、私も伺っていて

その点がすごく大きいのだなというふうに思ったのです。例えば、実は去年のこと、余りよく覚えて

いないところもあるのですが、Ｏゲージの鉄道のグループとか、それから柳島の郷土誌のグループと

か、それぞれ参加されている方がやりたいというテーマを提案されて、やりたいことをやってその先

はどうなるのだろうというような、そんな感覚を持った記憶があるのですけども、それを、自分たち

のやりたいことをちゃんとやりながら、ほかの世代の人たちとのつながりをつくったり、ほかの世代

の人たちのこれまで知らなかった世界を見せてあげたりとか、そういう活動につながってくるのだな

というふうに思いまして、それぞれのある種の趣味とか、その趣味よりもうちょっと深いところにあ

るようなものを一種のコミュニケーションツールにしながら世代間交流が行われるということが起き

ているのではないかと思うのです。何かそういった観点から、もっとこんなことができるのではない

かとか、自分たちの活動はもうちょっとこういうところに行けるのではないかとか。 

 というようなことで、お考えがありましたら遠慮なさらずにぜひともご発言いただければと思うの

ですが、いかがでしょうか。どうぞ、ありがとうございます。トライの方。 

【トライ】 トライの代表、亀田と申します。本日はちょっと、こういう機会ですので、トライの紹

介ではないですが、私、小和田地区で、非常に藤沢寄りなのです。こちらの地域というのは、ほかの

地域と余りなじみがなくて、こんなお話を、中央公園でイベントがあるときに似たような団体さんに

は声をかけさせていただいております。きょうも、いろいろ話し切れなかったところもあるのですが、

皆さんのお住まいの地域でこんな小学生、中学生など、私の得意なのは野外活動。といっても簡単な

バーベキューだったり、ご飯を炊く、あとは電子工作というようなところでございますが、ほかの地

域の方とも連携できればなと考えております。理想としましては、私が小和田で広めて、それでほか

の方で同じような興味のある方がそれぞれの地域で広めていただいて、私たち、スポーツが得意な方

がスポーツを広めていただいてという相互交流ができればいいなというふうに考えております。そん

な形で、連絡先とかはサポセンのほうに、たしか入っていると思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

【大江委員長】 ありがとうございます。私、さっきのＯゲージのグループの話を聞きながら、例え

ば工作の教室をつくるときに、トライの亀田さんのような方が地域側でそれを設定して、そこに出か

けていって一緒に工作をするというふうなことをやれば、もう少しやりやすくなるのではないか。そ

れから、いろいろな地域に行って、全部自分たちでセットしていくのはとても大変だと思うのですけ

れども、地域側の受け入れの態勢ができていれば、そこに道具を運んで、そして、お手伝いしてくれ

るお父さんたちもいたりというような形でやりやすくなるのではないかなというふうに思ったのです
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けれども、いかがでしょうか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 ありがとうございます。Ｏゲージです。確かに、もっと工作教室の

幅を広げたいと思っています。そのためには、工作の材料、部品をつくるのは非常に大変なのです。

そういったものを、さっきあったように簡素化をもっと進めないといけないと思いますので。素材か

らつくるので、やっぱり大変なのです。それでも、なるべく、小和田公民館など使っていろいろ工作

教室の別のこともやっているのですけれども。そういった地域の活性化を図りたいと思っています。

公民館などを使いまして、簡単な運転会を頻繁にやっていきたいと思います。なので少しずつ、げん

き基金を機会にして浸透していくと思いますので、もう少し頑張りたいと思います。ありがとうござ

いました。 

【大江委員長】 こちらは委員の方からもご発言いただけますが、いかがでしょうか。 

【伊藤委員】 例えば、２２世紀茅ヶ崎の会の方は公園を全部見ているということなのですが、Ｏゲ

ージの方々にどの公園が使いやすいかとか、あるいは、その他の活動が使いやすい、そういった提言

はできないものでしょうか。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 ２２世紀の事務局をやっています片山です。そのことは、私も聞きながら

思っていたのです。Ｏゲージを公園に展開するということはできるのかなと考えていたのです。そう

いう外部に展開することは可能なのですか。室内でないとできないですか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 外でもよろしいのですけども。レールを引いて運転するとなると、

下が平面でないと、やはりレールが引けないので、ある程度の広さも必要であるということです。そ

れから、ある程度スタッフがいないといけないし、いろいろ条件がありますので何とも、里山と青少

年会館ぐらいが。あと、オファーがあるのは平塚のラスカさんとか、２回ぐらいオファーいただいた

のです。それでもってやって、ぎりぎりだと思いますけど。近場にあれば、公民館あたりが使えれば

いいと思います。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 外部でやったことはないですか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 外部といいますのは。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 外の公園とか。 

【茅ヶ崎Ｏゲージ鉄道クラブ】 外では、里山の公園とか、それから茅ヶ崎ラスカの６階の渡り廊下

は考えられますね。ただ、雨が降るといけないので。外部でやると、私、やってるのは、蒸気機関車

が専門なのですが、雨に濡れてはいけないもので。この間も里山の春祭りでやりました。非常に楽し

んでやりました。蒸気機関車もやっています。 

【２２世紀茅ヶ崎の会】 機会があればぜひ一度、ご相談します。よろしくお願いします。 

【大江委員長】 ほかのところでも、「子どもの「すてき」をみつけるアート鑑賞ガイド」のご発表

の中で、ら・ぱれっとさんと協力されたとおっしゃっていました。別の、そういうこともありますし、

それぞれ得意・不得意とか、足りない部分を補えるという関係があると思うので、そういうある種の

中間支援が必要で、団体同士で、もちろん相互にうまくぴったりいけばいいのですけれども、なかな

か相互に、自分たちの団体の活動で結構手いっぱいで、ほかの活動をよく理解して結びついていくと

いうところまでは手が出ないということもあろうかと思うのですが。そういう結びつけたりする中間

支援の機能というのは、サポートちがさき、午前中にいらしていたと思うのですけども、そういうあ

たりはいかがなものでしょうかという。 

【ＮＰＯサポートちがさき（市民活動サポートセンター指定管理者）】 サポートセンターのセンタ

ー長をしております中野と申します。そうですね、サポートセンターもやはりちょっとＰＲ不足かな
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と、団体の皆さんのお話を伺っていて感じました。センターにご相談いただくことで、もうちょっと

団体さんの活動を広げることができるかなとも思っているのですが、なかなか私たちの、こんなこと

をしていますというところをもっと今後、見せていかないといけないかなと、きょうはちょっと反省

しております。 

【大江委員長】 話しかけられた代表の。 

【ＮＰＯサポートちがさき（市民活動サポートセンター指定管理者）】 サポートセンターの指定管

理者をしておりますＮＰＯ法人「ＮＰＯサポートちがさき」の益永と申します。 

 紙に書いたものではなかなかわからないので、きょうのような場で実際にやっていらっしゃること

のご報告を聞くことができまして、これからいろいろなご相談があったときの、この団体にはこの方

をつなげようといったところは、やはり実感を持って、自信を持ってつなげられるといったことでは、

きょうのような発表を聞かせていただいて大変勉強になりました。それで、特にこのげんき基金の助

成を受けて活動される方たちって、未来の市民を担う、子供たちを何とか支援をしたいというところ

でシニアの力だったり、あるいは専門性だったりというところをとても大事にされているので、この

補助金制度はとてもいい形で、茅ヶ崎は発展しているなと思いましたので私どもも、きょうの見聞き

したことを糧にしまして心力高めていきたいと思っております。ありがとうございました。 

【大江委員長】 どうもありがとうございました。ちょうど40分になりましたので、そろそろこの意

見交換はおしまいにします。それでは、きょう午前中に長時間ご参加いただきましてありがとうござ

いました。それでは、事務局のほうに。 

【事務局】 ありがとうございました。 

 続きまして、服部市長より講評を申し上げます。 

【服部市長】 皆様、午前中、長時間にわたり、お疲れさまでした。私も12団体の皆様の発表を聞か

せていただいて、茅ヶ崎のこうした活動される団体の皆様の力、本当に幅広いものがあるなというこ

と、改めて実感をさせていただきました。特に、スタート支援を受けられた７つの団体の皆様方、ぜ

ひ今回のこの支援を受けて、実施していただいた事業を基盤に、これからの団体の活動をさらに充実

させていただきたいと思いますし、また、ぜひ皆さんのその活動の幅を広げる上で、ステップアップ

支援の事業もぜひ企画をしていただいて、また再挑戦をしていただきたいなというふうに思っており

ます。それから、ステップアップ支援を受けていただいた５団体の皆様、まだ継続する団体もあるか

もしれませんけども、今回この支援を受けていただいたことで得た事柄を実際にまちの中に生かして

いただく、そして、ぜひとも、これは12団体の皆様に共通していると思うのですけども、皆さんが進

めていただいている事業、こうした事業をもっともっと地域の中でも、展開できたらいいなという事

業がたくさんあるというふうに思います。きょう、この市民活動推進委員会にもメンバーで参画して

いただいておりますけども、まちぢから協議会の連絡会という組織があります。こうしたところに皆

さんの、こうした活動をされているよ、ことしこんな成果を展開されました、発表されましたという

ようなことも、情報をお伝えする中で、まちぢから、地域の中で地域コミュニティーをより豊かに、

いろいろな問題解決をしようとされている皆さんと、皆様がリンクを連携することでもっと地域の課

題も迅速に、そして、より多くの方々に皆さんの思いも伝えられ、皆さんが笑顔で暮らせるまちにな

るのかなと、こういうふうに思っております。そうした意味では、サポートセンターの皆さんとも連

携をしながら、皆さんの情報をうまくお伝えしていければなというふうに思っております。 

 あと、今回、皆様が受けていただいたこの補助金は、きょうの事業の冊子にあります５ページから

８ページに載っているような、貴重な寄附をいただいた皆さんのお力によって成り立っております。
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ぜひ、こうした取り組みも、まちの中で展開されているということを改めてご認識いただきながら、

皆様の活動の中でも、こうしたことにも少し関心を持っていただいて、情報発信もあわせてしていた

だければ幸いかと思います。 

 きょうの12団体の発表、ありがとうございました。これからも、この茅ヶ崎のまちの元気のために

皆様の活動が、さらに充実されますことを重ねてご期待し、私からの講評にかえさせていただきたい

と思います。本当にありがとうございました。 

【事務局】 以上をもちまして、平成28年度実施市民活動げんき基金補助事業実施報告会を終了いた

します。ありがとうございました。 
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