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読者のみなさまへ

この冊子は、大阪市社会福祉協議会が発行する

広報誌「大阪の社会福祉」の連載コーナー

「世代をつなぐ地域活動者に聞く」の別冊報告集です。

（大阪の社会福祉 第708号～第718号掲載分）

　「地域活動をしている」「地域活動について知りたい」

「地域活動を支援している」というみなさまにご覧いただき、

新たな参加や担い手育成のきっかけづくりに

ご活用いただければ幸いです。
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座談会「世代をつなぐ地域活動者に聞く」 

インタビュー＆座談会からみえてきたこと

地域活動の住民意識調査から

企画趣旨　－活動者の声に“担い手育成”のヒントを求めて－
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インタビューの様子

 　「活動に参加する顔ぶれはいつも
同じ」「担い手は変わらずに、高齢化
していくばかり」…地域活動・ボラ
ンティア活動に関わる人たちの間で
は「担い手不足」が大きな課題とし
て認識されています。
　そのような課題意識から、平成25
年に大阪市内で実施した地域活動に
関する住民意識調査では、なんらか
の「地域活動・ボランティア活動を
している」という人は22.7％である
一方「活動はしていないが興味はあ
る」という人は57.0％にのぼりまし
た（28ページ参照）。地域活動に関
心がある人は決して少なくないよう
です。
　現場に目を向けると、実際、地域
活動に関わる人たちも、決して高齢
の方ばかりというわけではありませ

ん。例えば「30～ 50代の働き盛り
の年代の活動者」や「60代前半で退
職後に地域活動デビューした人」な
ど、少ないながらも、比較的若手の
活動者は存在しています。
　その人たちはどのようなきっかけ

で地域活動に参加し、身近な地域で
活動することに何を感じているので
しょうか。その思いに耳を傾けてい
くことで、これからの時代の地域活
動の魅力や、参加者・担い手を広げ
ていくためのヒントが見出せるので
はないか、というのがこの企画の出
発点でした。
　この冊子は、広報誌「大阪の社会
福祉」の連載企画「世代をつなぐ地
域活動者に聞く」として、平成26年
度に実施した10件のインタビュー
と、座談会の内容を再編集して収録
したものです。
　新たな担い手育成のヒントを見出
すべく、地域で活躍する若手活動者
や、さらに次の世代を育成されてい
る方にスポットライトを当てて、活
動のきっかけやエピソード、活動を
続ける中で感じる魅力などに迫りま
した。

主な活動内容と所属団体は？

力を入れて取り組んだことは？

活動を始めた理由やきっかけは？

あなたにとって活動の魅力は？

新たな参加を促すには？

Q.１
Q.２
Q.３
Q.４
Q.５

活動者の声に “担い手育成” のヒントを求めて 企画趣旨

地域活動者インタビュー [10 地域・計 13人 ]

座談会の開催  [９地域・９人が参加 ]
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「今の子どもたちにも楽しい
思い出を・・・」
「地域に恩返しがしたい」が、
子ども会復活のきっかけ

子どもの友達から始まり、
小学校、保護者、地域社協と
協力者がひろがり

 

－8年間途絶えていた「子ども会」
を復活させたきっかけは、何です
か？
奥田・小川さん　私たちが小さい
頃、子ども会はとても活発でした
よね。楽しかった子ども会の思い
出を、今の子どもたちにも感じて
ほしいとの思いがそれぞれにあり
ました。
奥田さん　町会の草むしりに参加
したことがそもそもの始まりで
す。そこで青少年指導員から「今

度、地域のイベントで焼きそばを
焼くのを手伝って」と声をかけら
れ、そこからたくさんの出会いが
あり「子ども会」の設立を思い立ち
ました。
小川さん　私はこの地域で生まれ
育ち、地域で遊んだ思い出がたく
さんあります。ここは市内ですが、
市街地から離れており、“村”っぽ
いあたたかさがあります。

―立ちあげ当初はどうでしたか？
奥田さん　まさにゼロからのス

タート。当時、わが子が小学校6年
生でその友達にも声をかけたとこ
ろ15人入ってくれました。それか
ら、小学校でも子ども会の告知を
させてもらえることになり、初年
度集まった子どもは50人ぐらい。
　試行錯誤するなか、この地域に
は以前から子どもみこしがあり
「子どもみこしをやらない？」とい
う声かけをきっかけに、子ども会
の存在を広くアピールしました。
小川さんとの出会いも子どもみこ
しでした。
　初年度の運営資金はわずかでし
たので、資金づくりのために「南港
ポートタウン祭り」で焼き鳥の屋

大阪の社会福祉　第708号（平成26年5月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

奥 田　修 司さん（45）

子ども会復活バトンリレー

クリスマス会の様子（奥田さん） 親子バーベキュー大会で
鉄板と奮闘する小川さん（左）

座談会にて（小川さん）

区 地域住之江 　太陽

8年間途絶えていた「子ども会」を復活させた、子ども会前会長の奥田修司さん（写
真右）とその後を引き継いだ現会長の小川宗治さん（写真左）にお伺いしました。

おく だ しゅう じ

小 川　宗 治さん（34）
お がわ むね はる
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台を出店しました。わが子のため
にと、たくさんの大人ががんばっ
たわけです。
　地域社協から機材を貸してもら
えたり、保護者に本職の焼鳥屋さ
んがいたりといろいろ助けられま
した。

―運営にあたり、心がけているこ
とは？
奥田さん　「例年どおり」という言
葉が嫌いなんです。先輩方は「困っ
たら、何でも手伝うから声をかけ
て」と言ってくださいますが、活動
層の世代が離れていることもあ
り、新しく入ってきた人たちが、
委縮してしまうかもしれない。
　新しく入ってきた人たちが活動
しやすいように「世代交代は、しな
いとアカン」ということから、役員
交代は2年に1回というルールを作
りました。

小川さん　強制せず、いかに参加
していただけるようアプローチす
るかでしょう。
　先ほど奥田さんから話がありま
した「南港ポートタウン祭り」でも
「焼き鳥のお手伝いは1時間でいい
から」と軽めにお願いしてみても、
終日手伝ってくださる方がいるわ
けです。声をかけるときは“敷居
は低く”だと思っています。
奥田さん　現役の親ができること
をやる。寂しがるOGのお母さん
がいますが、継続していくために
は、新しく入ってきた人が伸びる
環境を作ることが大切。
　それでも、子ども会の礎を築い
てくださった諸先輩方には大変感
謝しています。

―魅力や継続できるモチベーショ
ンは？
奥田さん　子どもを楽しませた

ら、ええやん。子どもが楽しく笑っ
てると、親も必ず笑顔でいれると
いうこと。
　現在は青少年指導員として活動
しており、つながりのありがたさ
を感じています。
　私は、子ども会の会長から青少
年指導員の代表へと役割が移って
いますが“ひとつ卒業すると次の
活動にすすむ”という流れを、この
地域で作っていきたいです。
小川さん　活動を続けていること
で、街中でも子どもたちに声をか
けたり、かけられたり。こういっ
たふれあいがうれしく、励みに
なっています。

－ありがとうございました

インタビューで語る奥田さん 天体観測の準備をする
奥田さん・小川さん

取材を終えて
新旧会長のお二人から話を伺って「子

どもたちに楽しい思い出を作ってあげ

たい」という共通の思いや地域への愛

着を持って活動されているからこそ、

うまく引継ぎがされているように感じま

した。「ひとつ卒業すると次の活動に

すすむ」という流れが地域で実現され

ていくと、世代交代など好循環が自然

と生まれてくることが期待され、今後

の動向に注目です。

私
の
地
域
活
動
履
歴

奥田修司さんの場合
平成17（2005）年
平成20（2008）年
平成23（2011）年
平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

町会役員になる
青少年指導員になる
太陽の町連合こども会設立、会長になる
校下青少年指導員会代表になる

小川宗治さんの場合
平成24（2012）年
平成25（2013）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

町会副会長になる
青少年指導員になる
子どもの小学校のPTA体育委員長になる
太陽の町連合こども会設立、副会長になる
子どもの小学校のPTA地域委員長になる
奥田さんから引き継ぎ、こども会会長になる

ひとつ卒業すると次の活動に
すすむという流れ

声をかけるときは、
“敷居を低く”



イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

西
成
区

5

 

―はじめのきっかけは？
　ある晩に突然、家のチャイムが
鳴りPTA会長さんがいらっしゃい
ました。いきなりPTA会長をとい
う話で、苦し紛れに「また考えとき
ます」とお答えしたところ、今度は
校長先生と一緒にいらっしゃいま
した。
　これまで地域活動に参加したこ
ともないしなぁと、迷っていたと
ころ「子どものためやし、できる範
囲でがんばったら」という妻の後
押しもあって、役を受けることに
しました。よく考えてみると、夫
婦で平日の授業参観に出ていたの
で、目立つ存在だったのかもしれ
ません。

―PTAの会長をされた感想は？
　私自身、子どもが大好きでやっ
てよかったと思います。これまで
一人の保護者として自分の子ども
しか見えていなかったところが、
地域の子どもたちのことを広く見
られるようになりました。
　餅つき、お祭りなどの場でも、
地域の方々が子どもたちのことを

大切にしていることをうれしく感
じました。PTAに関わっていけば、
子どもに返ってくることが大き
い。時間に制約はありますが、付
き合う人が増え、世界が広がりま
した。
　PTAとしてやりたいことはたく
さん出てきますが、予算不足など、
いろいろ課題もあります。また、
地域が手助けしてくれるように橋
渡しするのも会長の役目だと思い
ます。

―その後、いろいろな活動をされ
ていますね。
　PTA会長になって3年目、45歳
のときに南津守地域社協の会長か
ら「副会長にならないか」というお
声かけがあり、就任させていただ
きました。
　社協副会長になってからは、
PTAとはまた違ういろいろな会議
に出させてもらい、他の団体の長
とも深く関われる機会をいただき
ました。
　現在は民生委員と青少年福祉委
員も務めており、最近では、地域
の大運動会を15年ぶりに開催しま
した。最後の片づけは当日の参加
者も協力してくれていました。こ

ういうこともきっかけの一つとな
ればと思います。

―本業での地域貢献にも熱心です
ね。
　本業は、介護関係の事業所「ナン
クルナイサァーケアネット」を経
営しています。地域に関わってい
るなか「いま地域に一番必要な
サービスは何か」と考え、平成24
（2012）年4月からは新たに重度障
がい者の生活介護を立ち上げまし
た。
　また、セラピードッグの派遣を
おこなっていることから、1の付く
日（＝ワンの日）に、小学校にラブ
ラドール・レトリバーの“ひので

大阪の社会福祉　第709号（平成26年6月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

乾　亮 二さん（51）

ＰＴＡ活動をきっかけとした地域との
つながりと広がり

南津守地域大運動会

区 地域西成 　南津守

地域活動とともに、介護事業所の経営、セラピードッグの派遣や区地域福祉アクショ
ンプランなど地元で幅広く活躍されている南津守地域社協副会長の乾亮二さんに伺
いました。

いぬい りょう じ

自分の子どもだけでなく
地域の子どもたちのことを
考える
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君”と一緒に訪問しています。“ひ
ので君”の同行者は私たち夫婦。
犬を連れている方が子どもたちに
話しかけやすいというメリットも
あります。子どもたちからは「犬
のおっちゃん」や「先生」と呼ばれ
ることも。地域を歩いていても、
向こうからあいさつされることが
よくあり、悪いことはできないな
と思います（笑）

―活動の中で心がけていること
は？
　地域で活躍されている役員の方
の大半は、PTAの経験があり「私
の頃はこうだった」という意識も
あってか、PTAの方と地域役員の
方には、地域活動に対する考え方、
世代間の感覚の差によってギャッ
プを感じるケースもあります。
　でも、みなさん、子どもたちを
思う気持ちや、地域をよくしたい
という思いなど、見ている方向は

同じなんです。
　そこで、その力を合わせて、子
どもたちに楽しい思いをしてもら
うためには、世代の間に入るパイ
プ役が必要と考えました。PTAと
地域のベテラン層の方の橋渡し役
としてワンクッション要るなと
思ったときには、それぞれの意見
や思いを聞きに回るようにしてい
ます。双方の思いを受け止めたう
えで、その思いを相手方に伝える。
そうした心がけによって、やがて
雰囲気もよくなっていきます。
　区域の役も経験できたことで、
他の地域の状況も分かり、参考に
しながら、自分たちの思いをどう
うまく伝えていくかということに
気を付けています。

―より多くの人に地域活動に参加
していただくには？ 
　「地域のお手伝いをしたいけど、
どこに相談したらいいのかわから

ない」という声をたびたび耳にし
ます。いきなり町会長や地域の役
員に相談というのは敷居が高いの
かもしれませんね。個人的には、
そういった何かしたいという思い
を集約し、活動につなげるしくみ
が必要だと感じています。思いを
くみ取る受け皿、つなぐ人、地域
で声をかけやすい人は必要です
ね。
　「ちょっとぐらいやったらでき
る」という人はたくさんいると思
うので、行事にいろいろ参加して
もらって、きっかけをつくってい
ただいて、体験してもらうことが
大切。そして地域の魅力を伝えて
いきたいです。
　PTAでの経験は私にとって、原
点であり財産です。まちのことを
よく知れるし、いろんな人との出
会いやつながりが広がります。
「やって損はないよ！」と、ことあ
るごとに話すようにしています。

－ありがとうございました。

座談会にて 南津守子どもデー

取材を終えて
乾さんの穏やかな人柄に触れ、地域に

対する熱い思いをお聞きすることがで

きました。「ＰＴＡでの経験は原点であ

り、財産」という言葉があり、その経験

をもとに世代間相互の気持ちを汲み取

る乾さんのようなパイプ役が、地域活

動のなかに必要であることをあらため

て感じました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

乾亮二さんの場合

平成19（2007）年

平成20（2008）年

平成21（2009）年

平成22（2010）年

平成24（2012）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

南津守小学校PTA会長になる

南津守青少年指導員になる

南津守社会福祉協議会副会長になる

民生委員・児童委員になる

玉出中学校PTA会長になる

南津守地域大運動会開催

南津守青少年福祉委員になる

思いをつなぐ
世代間のパイプ役

PTAでの経験は原点であり、
財産
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―地域活動に参加されたきっかけ
は何ですか？
　子どもが小学5年生のときに
PTAの広報委員長をしたことが始
まりです。
　その後のつながりは、PTA役員
OBなどが集まる「南友会」で、ひ
とりの民生委員さんに声をかけら
れたことです。「あの書道教室の
習字の先生って横井さんのことだ
よね。この顔を覚えておいてね」
と。
　それから、その民生委員さんは
夏の暑い日に何度も足を運んでく
ださり「子育てサロンのお手伝い
をしてもらえない？みんなでフォ
ローするから。子どもはかわいい
よ」と熱心に話してくださいまし
た。
　はじめは、なんと言ってお断り
しようかと考えていましたが、下
の子どもも無事に中学受験を終え
たタイミングでもあり、もともと
子どもが好きだし、子育てと同じ
要領かなと思いやってみることに
しました。

―子育てサロンに入った感想は？
　民生委員として活動し始めた
後、研修を受けて子育てサロンの
活動に加わりました。
　最初はみなさんの輪に溶け込め
るのかが心配でしたが、子どもと
一緒に遊んだり、他の先輩方と言
葉を交わしているうちに自然に馴
染んでいました。
　わが子が大きくなってから、小
さい子どもの世話をするのは、ど
こか懐かしく楽しいものです。サ
ロンを利用するお母さんから相談
を受けたとき「大丈夫。あっとい
う間に大きくなるから」と話すこ
ともあります。
　私も主人も横浜出身で、大阪に
やってきて、子どもが熱を出した
ときは、あれこれ悩みましたので、
お母さんたちの心配もわかりま
す。
　横浜出身の私にとって、関西の
人たちのおしゃべりは漫才を聞い
ているかのようにおもしろく聞こ
えることがあります。
　例えば子どもが悪いことをした
とき、自分の子どもでなくても「ア

カン！」とビシッと怒るのだなと
か。
　街を歩いている子どもをいきな
り抱っこすることはできません
が、サロンなら子どもたちとたく
さんふれあうことができます。み
んなの笑顔を見ていることが好き
だし、幸せを感じます。

―心に残っているエピソードは？
　見守り活動の一環として、高齢
者のお宅にお伺いすることもあり
ますが、地元ではないので、長年
暮らしておられる地域の人たちの
顔と名前がわからず、最初は困り
ました。
　先輩の民生委員に相談をしたら

大阪の社会福祉　第710号（平成26年7月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

横 井　早 苗さん（52）

大丈夫。何とかなるから！

ふれあい喫茶のスタッフたちと
（中央：横井さん）

区 地域淀川 　木川南

淀川区木川南地域の子育てサロンや高齢者食事サービスなどで活動する民生委員の
横井早苗さんにお伺いしました。

よこ い さな え

関西のノリ・ツッコミと先輩方
のやさしさやアドバイスに助け
られながら

はじまりは、ある民生委員さん
の熱心なお誘いから
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「訪問に抵抗がある人もいるから、
あなたの方から、ふれあい喫茶や
いきいきサロンに来たらええね
ん。顔と名前を覚えるいい機会よ」
とアドバイスを受けました。
　確かに、高齢者食事サービスや
お花見、敬老会など、地域の人た
ちの名前を覚える機会はいっぱい
ありました。困っていたことが案
外スムーズに解決できることもわ
かりました。
　また、高齢者食事サービスでは、
それぞれ分担を決めて大量の食事
を調理するのですが、しいたけを
焼くとき「どれぐらい焼いたらい
いですか？」と聞いたら「裏に汗か
いてきたら」と。見ていると、本当
に水滴が浮いてきて、これは勉強
になりました（笑）大量の食事を
作っていると、家庭の食事の準備
が簡単に思えてくるから不思議で
す。
　私は小さい頃、明治生まれの祖
母と一緒に暮らしていました。訪
問や食事サービスなど活動を続け

ていくなかで「おばあちゃんの手
もこんな感じだったな」と懐かし
く思い出すことがあります。
　懐に飛び込めば、みなさんとて
もやさしく接してくださいます。

―活動を続けていく魅力は何です
か？
　何もしていなければ子ども中心
の人間関係だけでしたが、活動を
通して幅広い年齢層の方と知り合
うことができました。
　ありがたいことに、主人も地域
活動に理解があり「楽しそうだね」
と声をかけてくれます。
　今は核家族化が進み、お姑さん
から教わるという経験も減ってし
まいましたが、活動しながら年長
者からいろいろ教えてもらういい
機会にもなります。

―地域活動から得たものは？

　利害関係なく付き合える“人と
のつながり”は心を豊かにしてく
れます。
　私は書道教室を週に2回、そのほ
か、高校3年生と中学3年生の子ど
ものPTAもしていますが、ちょっ
と忙しいぐらいの方が、日々充実
するものだと感じています。時間
が余っていると、かえってぼんや
り過ごしてしまうことがあります
し。
　PTAは子どもが通学している期
間だけですが、地域活動は終わり
がないというイメージがあるのか
もしれません。
　でも、みなさんとてもやさしく
していただき、それほど難しくは
ありませんよと伝えたいです。ボ
ランティアをやっている人に悪い
人なんていないと思います。同世
代の人がもっといたら、さらに楽
しいのに（笑）

－ありがとうございました。

子育てサロンの様子 高齢者ふれあいお食事会

取材を終えて
横井さんのフレンドリーな雰囲気が、

周囲の人とのつながりを広げる要因の

ひとつだろうなあと感じました。

また、活動の経過をお伺いする中で、

一緒に活動してくれる若い世代を引き

込んでいく・受け入れていく・応援し

ていくという地域の度量の大切さも伝

わってきました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

横井早苗さんの場合

平成18（2006）年

平成22（2010）年

平成23（2011）年

▶

▶

▶

娘の幼稚園のPTAの本部役員になる

娘の小学校のPTAの広報委員長になる

民生委員・児童委員となり、地域活動に携わる

　・木川南子育てサロン（どんぐりクラブ）

　・高齢者ふれあいお食事会

　・ふれあい喫茶サロン

　・高齢者いきいき教室

　・子ども見守り活動

利害関係なく付き合える
“人とのつながり”は
心を豊かにしてくれる
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―地域活動への参加のきっかけは？
　上の子どもが小学2年生のときに学
校から「大阪市の人材バンクに登録し
ませんか？」という内容のチラシを持
ち帰ってきました。「お茶」と「お花」
の講師で登録をしようと考えました。
そのとき、小学校の校長先生に「まず
はうちの学校で土曜日に教室を開き
ませんか？」と、声をかけていただい
たことが始まりです。ちょうど、ゆ
とり教育で土曜日がお休みになった
頃のこと。PTAの総務委員会の主催
として、以来、夏休みの期間以外14
年間、ずっと茶道教室を続けさせて
いただいています。

―なぜ人材バンクに登録しようと思
われたのですか。
　結婚前、私は華道と茶道の師範の
免状をそれぞれ取得し、自宅で教室
を開いていましたが、子どものこと
もあり、5～6年間やめていました。
師範として再度教室をするのは大変
ですが、子育てをしながらボランティ
アで特技を活かしたいと考えたこと
が地域活動の第一歩になりました。
　小学校に顔を出すうちに「PTAの
役員に」と声がかかり、小学校で2年

間、中学校で1年間PTA会長を務める
ことになりました。そのほか更生保
護女性会や民生委員活動などもして
います。

―活動することの魅力は？
　自分の興味のあること、好きなこ
とを地域活動のなかで叶え、つなげ
ていけることが魅力だと感じていま
す。港区社協さんとは「子育てサロン
のボランティア保険をかけたい」とい
うことで訪れたことがきっかけで知
り合い、最近、職員さんが「港区社協
のゆるキャラである『くしゃきょん』
の歌を作りたい」と切望していること
を知り「ヨーデル食べ放題」で有名な
作詞・作曲家のリピート山中さんに
「『くしゃきょん』のテーマソングを
作ってもらえないか？」と働きかけま
した。山中さんとのご縁は、PTA会
長をしていたとき講演会をお願いし
て以来で、平成26（2014）年2月の更
生保護女性会と保護司会による合同
研修会でも山中さんをお招きし、そ
のときに「くしゃきょんソング」を
作ってほしいと突撃し、快く受けて
いただけることになりました。
　その際に、築港のイメージソング
の依頼もしました。

―活動している中での魅力は、例え
ば自分の関心をとりいれられるとい
うことでしょうか？
　そうです！まさにそれです。だか
らPTAの人にも言うのですが、私は
自分がやってみたいことがあれば、
委員長でも会長でも“長”への就任を
すすめています。
　そうすると、実際「今度委員長に
なったんです。これをやっています」
と教えてくださったり。長にならな
くても、やりたいことがあれば、まず
は関わっていくことですね。あわせ
て、「無理をしないでね」とも言って
います。

―無理にではなく、主体的に楽しく
関わってもらうことを心がけている
のですね。
　自分だけが前に出るのではなく、
みんなでやっていこうという気持ち
です。声をかけるときは「私と一緒に
楽しんで！」という気持ちです。無理
強いはみんな嫌だと思いますから。
　活動ができるのも私だけの力では
ありません。夫や家族の理解・協力
もありますね。一番の応援者で、行
事のとき荷物を運ぶなど、バックアッ
プしてくれます。

大阪の社会福祉　第711号（平成26年8月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

阪 上　眞奈美さん（58）

やりたいことがあればまずは関わっていこう

区 地域港 　築港

茶道の師範の経験を活かして

ＰＴＡ主催の茶道教室の講師や、更生保護女性会活動などさまざまな地域活動に参
加しておられる阪上眞奈美さんにお話を伺いました。

さか がみ ま な み
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―これまで地域活動に参加していな
い人が、新たに参加するようになっ
た経験はありますか。
　習字や茶道などのおけいこにきて
いる子どもに、生涯学習ルームで「エ
イサーを一緒に踊らない？」と声をか
けたことがきっかけで、保護者の方
も参加してくださり、そこから更生
保護女性会のメンバーや主任児童委
員が誕生したりと、うれしいつなが
りが生まれました。

―この場（ほっこり広場）はどのよう
な経緯で誕生したのですか？
　平成24（2012）年6月に、私たちの
地域にいつでも気軽に立ち寄れる場
をつくろうという更生保護女性会の
幹事長の思いから「ほっこり広場」が
生まれました。もともとは休業した
築港温泉の脱衣場を間借りしたこと
から始まりました。1年後、オーナー
さんのご厚意で今の場所に拠点を
オープンできました。地域活動協議

会（以下、地活協）の事務局でもあり、
地活協が受託した「広報みなと」を地
域に配布する事業の作業場にもなっ
ており、若いお母さんたちに有償活
動として作業を担ってもらっていま
す。毎月21日開催の「ほっこり広場」
での世代を越えた交流の場としても、
いろいろな人が集まっています。

―資金集めもされているとか。
　奈良の当麻寺に行ったとき、途中
の「道の駅」で、奈良県の地場産業製
品である靴下と出会い、バザーで販
売することを思いつき、活動資金に
しています。地域活動に、それぞれ
が負担を感じることなく、関わるこ
とが大事だと思います。「ボランティ
アなのに、なぜ自腹で年会費を払わ
なあかんの？」という若い世代からの
疑問を耳にし、資金づくりのために
区内のイベントでミルクせんべいや
スーパーボールすくいなどの店を出
店し、売り上げを活動費に充てるな
ど、みんなで個人の負担をなくす努
力を続けています。活動メンバーは、

現役のPTAでがんばっている若いお
母さんたちが多く、子どもが大好き
です。店番も、子連れウェルカム。「無
理しないでいいから、1時間でも遊び
に来て」と声をかけることがありま
す。

―ボランティアを続けられる秘訣や
メッセージをお願いします。
　何かをしたいときは、まず地活協
の会長や更生保護女性会の幹事長な
どに相談しています。すごく応援し
てくださいます。
　私自身は世代間のギャップという
のをあまり感じたことがありません。
逆に若い人のほうがしっかりされて
いて、助けてもらっています。みな
さん忙しい中がんばっているので、
できる範囲でいいと思います。その
ときに一緒にやれる方とやることが
あって、グループがあると楽しいの
では。そこで話し合える人が必ずい
る。賛同してくれる人も必ずいます。

－ありがとうございました。

インタビューを実施した「ほっこり広場」 座談会にて

取材を終えて
とても楽しいインタビューでした。阪

上さん自身が楽しんで活動されている

様子がよく伝わってきて、こちらが元

気をもらいました。一緒に活動してく

れる人を増やす、さらに若い世代を引

き込んでいくパワーを感じました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

阪上眞奈美さんの場合

平成14（2002）年

平成15（2003）年

平成20（2008）年

平成24（2012）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

長男の小学校のPTA役員になる

主任児童委員になる

次男の小学校のPTA会長になる

次男の中学校のPTA会長になる

更生保護女性会でほっこり広場を開始する

地域活動協議会の会計になる

地域に新たな拠点が誕生
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－佐藤さんが地域活動に関わり始め
たきっかけは？
　ある日、突然、PTAの副会長さん
から電話があり、「PTAの保健委員長
をやりませんか？」との依頼があり
ました。受けたときは、妻へのお願
いかな？と思ったのですが、自分へ
の依頼と聞いてびっくり。とりあえ
ず聞いてみると「みんなで協力する
から、佐藤さんには『ふれあいスポー
ツデー』と『秋の親子遠足』をメイン
で企画してほしい」と。自分でアイ
デアを出してできるのならと引き受
けることにしたのがきっかけです。
　私自身、小さい頃は両親が共働き
で、授業参観などにあまり来てもら
えなくて。わが子のときには極力
行ってあげたいと、学校行事によく
顔を出すようにしていたため、声が
かかったのかもしれません。

－保健委員長になられて、イベント
はいかがでしたか？
　初めての行事は「ふれあいスポー
ツデー」でした。ちょっと変わった
ことをやりたくて、カバディという
鬼ごっこのような遊びをしました
が、子どもたちの収拾がつかずに大

混乱…。
　秋の親子遠足では「みかん狩り」
を企画し、これは大成功でした。み
かん農園の下見、農園の方との打合
せ、バスの手配など段取りをして。
一番こだわったのが、みかん農園で
の宝探しゲーム。子どもたちに気付
かれないように折り紙で作った宝物
を100個ぐらい隠して…これが盛り
上がりましたね。

－ご自身で企画されての感想は？
　子どもの喜ぶ顔が見られるのはも
ちろん、保護者も先生もみんなが笑
顔になれる。この反応はうれしかっ
たですね。
　一方で、楽しくてのめり込みすぎた
ところもあって…イベントの3日前か
らほぼ徹夜状態で下準備に打ち込ん
だこともありました。普段はサラリー
マンをしているのですが、仕事に支障
がなかったとは言えません（笑）

－その後、活動の転機は？
　小学校のPTAを1年した後、同じ
敷地内にある幼稚園のPTA会長をす
ることになりました。その頃、幼稚
園民営化の話が浮上。廃園の候補に

あがってしまい、署名活動などをお
こないました。
　この活動の中で、私は、これまで
以上に地域のことをよく知ることが
でき、後々お世話になる地域の役員
さんともお知り合いになることがで
きました。何より、子どもたちが地
域のみなさんにいかに見守られてい
るかを感じました。

－その思いは、以後の活動にどうつ
ながっていきましたか？
　翌年は、再び小学校のPTA役員に
なりました。担当した成人人権委員
会では「子育て世代が地域に恩返し
をできないか」と考えて、地域のふ
れあい喫茶に親子で行けるようにチ

大阪の社会福祉　第712号（平成26年9月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

佐 藤　勇さん（41）

若い世代も案外、自分の住む地域が
好きなんです

心笑喫茶のぼりと佐藤さん

区 地域東成 　東中本

小学生と中学生の娘の父親であり、現役のサラリーマン。働き盛りでありながら、
地域で新たな喫茶活動を立ち上げた佐藤勇さんに、活動の経過や喫茶にかける思い
を伺いました。

さ とう いさむ

企画する楽しさに
のめりこんだ一年目

子育て世代から
地域に恩返しをしたい
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ケットを配布しました。
－その後、ご自身でも喫茶を立ち上
げられたそうですね。
　平成26（2014）年1月、既存のふれ
あい喫茶とは別に、新たに「心笑（こ
ころみ）フレンズ」というグループを
結成して、2月から心笑喫茶をスター
トしました。スタッフはこれまでの
活動で知り合った子育てママさん。
PTAなどのつながりから、協力して
くれそうな5人に声をかけて集まって
もらい、私から「子育て世代から地域
に恩返しをして、自分たちも楽しめ
るような活動をしたい」と呼びかけた
のが始まりです。その後「私も手伝っ
ていいですか」と声をかけてくれた2
人が加わり、7人で運営しています。
　参加者は親子連れから、地域のご
高齢の方まで、幅広い世代が参加し
ています。メニュー表は子どもの手
作りのイラスト入りにしたりと工夫
を凝らしています。
　当初、運営費は自腹で負担してい
ましたが、今は地域社協からの補助
金もいただきながら運営しています。

－喫茶運営のモットーは？
　「スタッフも楽しいし、楽しみたい」
「できる人が、できるときに、できる
だけ」ということを大切にして、チー
ムワークで運営しています。
　ちなみに喫茶の名称である心笑は、
「心が笑う」と、いろいろと「試みる」
をかけて名付けました。

－喫茶活動を通しての気付きや感想
は？
　みんな口にしないけど、住んでい
るまちにそれぞれ愛着を抱いていま
す。この活動を通して感じているの
は、若い世代の人も案外、みんな自分
の住んでいる地域が好きだというこ
とです。
　喫茶という場は、誰もが気軽に立
ち寄れる。演奏やパフォーマンスを
する人も呼べる。この場をきっかけ
にして、人と人とが出会い、アイデア
が浮かび、何かが生まれる。喫茶は
そんな可能性のある場だと感じてい

ます。

－若い世代が地域で活動するには何
が大切だと感じますか？
　若い人が地域行事に入っていくの
はなかなか簡単ではないかもしれま
せん。でも「ちょっとだけでいいから
来て」と言って顔を出してくれた人
も、自分のすることで誰かに喜んで
もらえると、やっぱりうれしいんで
すよね。そこから、もっとやってみ
ようかなという気持ちが生まれたり、
ちょっとずつ心が開いてくるのでは
ないかと思います。喫茶活動も、若
い人が地域に目を向けるきっかけの
一つになればと考えています。
　それと、仕事とボランティアのバ
ランス感覚も大事ですね。みんなの
反応がうれしくて、活動にのめり込
み過ぎた時期もありましたが、今は
「この辺りでセーブしておこう」とい
う頃合いを考えて「ほどほど」を意識
してやっています。

－ありがとうございました。

心笑喫茶イベント
アコーディオン演奏

心笑喫茶 
スイーツデコデコ講座チラシ

取材を終えて
佐藤さんが語る「企画する楽しさ」「反

応のうれしさ」に、機会さえがあれば地

域活動にハマる人はもっと増えるので

はと感じました。「若い人も自分の地

域が好き」ということばは、言われて初

めて気付くところがあり、その気持ち

をくすぐる仕掛けを考えてみたいと思

いました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

佐藤勇さんの場合

平成23（2011）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

東中本小学校PTA保健委員長になる

東中本幼稚園PTA会長になる

東中本小学校PTA成人人権教育委員長になる

東中本小学校PTA副会長になる

1月　 任意団体「心笑フレンズ」設立

2月～ 心笑喫茶オープン

喫茶活動での気付きと
これからの可能性
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―地域活動への参加のきっかけは何で
すか？
　小学校のPTA活動が入口です。子ど
もの学校のことなので、何かしなければ
と学級委員になりました。子どもが小
学校3年生のときには本部役員になり、
榎本地域との関わりが始まりました。

―学級委員になったきっかけは何です
か？
　子どもが通う学校のお手伝いができ
ればという軽い気持ちでした。その時
点では、どちらかといえば、地域との関
わりは薄く、わが子の面倒より地域活動
を優先するのには疑問もありました。
本部役員になり、榎本社協の会長と直接
の関わりができました。青色防犯パト
ロール（青パト）や老人会の見守り活動
で、子どもがすごくお世話になっていた
ので、PTAでも何かできないかと声が
あがり、見せる防犯活動として「愛ガー
ド」を立ち上げました。本当に続けられ
るかと不安に思っていたとき、会長に
「できるときにできる範囲でやってくれ
たらええねん」と言われ、気持ちがすっ
と楽になりました。今は無理をせず、い
つか違う形ででも返していければいい、
と。その言葉が今も効いています。

―その後は？
　子どもが5年生までPTA活動をして
いましたが、その後はちょっとおとなし
くしていました。5年生の終わり頃に「地
域の仕事してや」と言われたけれど「忙
しいので」とお断りしていて。卒業直前
にPTAの先輩、元副会長より「地域のロ
ゴマークを作ってもらえないか？」とい
うお電話がありました。当時PTAのポ
スターを年賀状の素材集などを使って
Wordで作っていましたが、そんな活動
が目に留まったようです。

― 広報委員としてどんな活動をされた
のですか？
　はじめは、平成21（2009）年4月に区
民ホールで開催された「はなてん音楽サ
ロン」のJazzコンサートのポスター制
作に取り組みました。「『できるときに
できる範囲で』と言われていた時期がい
よいよきたな」と感じました。
　町会の役員ではない立場で、活動に参
加するようになり、ポスター、チラシ制
作を中心に担当することになりました。
　Twitterは、平成22（2010）年10月に
開設しました。地域の公開井戸端会議
「あいより」の雰囲気を伝えたくて、発
言内容をツイートすることも始めまし

た。Twitterの開設からずっと続けてい
るのが「榎本の空」のツイートです。毎
朝、自宅や近辺から撮った空の写真を流
しています。
　また、平成23（2011）年からは榎本地
域のFacebookページも開設し、榎本
だけでなく、鶴見区の地域情報や地活協
の活動などをなるべくシェアするよう
に心がけています。ブログも、女性会や
青パト日記など、投稿してくださる委員
会が増え、情報の幅も厚みも増している
と感じています。

―活動をする中で気付いたことなどは
ありますか？
　広報活動ではイベントや講演などの
写真撮影をすることが多いのですが「私
は撮らないで」という方も、中にはおら
れます。その意志を伝えるためにも、区
社協の広報勉強会で、わかりやすい目印
を付けることの重要性を教わり
「PRESS」という腕章を付けて撮影を
おこなうことにしました。そして、でき
るだけスピーディーに情報発信できる
よう心がけているので、イベント当日
は、たいてい徹夜になります。

―PTAのときから考えると、すごく地域

大阪の社会福祉　第713号（平成26年10月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

一生懸命活動していることを、
一生懸命に伝えたい

区 地域鶴見 　榎本

「子どもの学校のために
何かしよう」とPTA役員に

「できるときにできる範囲で」

周囲の人に支えられる中で
自由に活動できた

地活協の広報委員をされている中島圭子さんにお話を伺いました。

中 島　圭 子さん（53）
なか しま けい こ
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活動に関わっておられますね。
　なんでこうなったのかな（笑）何を始
めても怒られなくて、常に新しいことに
挑戦させてもらえました。Facebook
もたくさんの人に投稿してもらって
シェアできたらなぁと。いろいろなこ
とを地域みんなで喜べたらと思います。

―どのあたりから地域活動に気持ちが
乗ってきたのですか？
　Twitterで、意外なところから反応が
あったりしてうれしかったかな。「地域
活動としては新しいことだよ」と。やっ
てみないよりは、やってみてダメなら考
える。お手本がないからやりやすかっ
たのかもしれません。「こうしないとい
けない」とか「これはあかん」と言われる
ことなく、自由にさせてもらいました。
私を地域活動に引き留めたのは「自由」
かもしれません。それを周囲の方がしっ
かり支えてくださっています。

―サポート体制あっての「自由」なので
すね。いろんな方に地域活動に参加し
てもらったり、活性化するには、どうし

たらいいと思われますか？
　例えば、団塊の世代の方への呼びかけ
で開催した映画会は、企画を考えるとき
にワイワイやるのが楽しかったです。
町会や委員会の役員でない方が「楽しそ
う！」と思えるイベントを通じて、仲間
に入る機会をつくることが大事なので
はないでしょうか。また、来ていただい
た際の役割などもあらかじめ考えてお
けたら、来た方も活動しやすいかもしれ
ませんね。

―広報活動の魅力をどう思われますか？
　イベントなどで、写真を撮りまわる広
報は、他の委員会のように、何かブース
を受け持ったりすることはないんです。
みなさんが笑顔で、一生懸命活動してい
ることを、一生懸命に伝える、そこが私
の役目です。広報活動をするまで、地域
でこれだけ多くの活動がなされている
ことを知りませんでした。
　広報では、目の前で地域がよくなって
いく様子を体感できます。例えば、自転
車整理を取材したら、目の前で駅前が
すっきりしていく、通行している人と交

わすあいさつが見られる、そして関わり
を持った人が「ちょっと手伝おうか」と
広がっていく…まさに今、目の前にある
ことを追い、みんなに伝えられること、
それが広報の醍醐味です。

―これからの地域について、感じておら
れることはありますか？
　他市の取組みで「今、子どもたちの見
守り活動を続けている高齢者が、もし
認知症になって徘徊が始まったとして
も、子どもたちが顔を覚えていて『うろ
うろしていたよ』という声がきっと集
まる」という話を聞きました。“逆見守
り”ですね。なるほど、顔がわかったら、
声をかけられるわ、と。Twitterや
Facebookも続けることで、いつも「い
いね！」を押してくれる人が押さな
かったら「あれ？」と思えるようになる
かもしれない。ＳＮＳでの緩いつなが
りがひとり暮らしの高齢者の生活を見
守ることができるかも知れない、とか。
高齢化のすすむ地域なので、いろんな
ことを考えたりしています。
－ありがとうございました。

写真講座「いいね！のとれる写真術」
（右：中島さん）

大運動会で撮影する中島さん

取材を終えて
はじめは地域活動に積極的ではなかっ

たという中島さんでしたが、今では榎

本のさまざまな活動の魅力を自由な目

線で伝える広報の要に。「榎本の空」

のツイートやポスター制作など、中島

さんの広報を見ても、中島さんの丁寧

さ、一生懸命さといった思いがあふれ

ていると感じました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

中島圭子さんの場合

平成16（2004）年

平成21（2009）年

平成22（2010）年

平成23（2011）年

平成25（2013）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

娘の小学校のPTA本部役員になる

榎本社協の広報委員になる。榎本ECOロゴマーク作成

榎本Twitter、Ustreamチャンネル開設

YouTube「The Enomoto22」チャンネルスタート

広報誌「ふれあいえのもと通信」創刊

榎本Facebookページ開設

NPO法人榎本地域活動協議会理事に就任

ホームページリニューアルに伴い、Flickr（写真）、Tumblr（ブログ）などの運用サイトを併設、運営

広報委員会定例化、広報講習会開催
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大阪の社会福祉　第714号（平成26年11月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

太田黒 貴久子さん（48）

世代交代ではなく、
踏襲してつないでいきたい

区 地域北 　菅北

北区菅北地域で、PTAから青少年指導員、地活協と同じ流れで活動されている太田
黒貴久子さん（写真右）、江村三貴子さん（写真左）にお伺いしました。

おお た ぐろ き こく

江 村　三貴子さん（47）
え むら み き こ

 

－お二人が地域活動に関わり出した
きっかけは？
太田黒さん　子どもが小学生のとき、
前任のPTA役員に声をかけられたこ
とがきっかけです。
江村さん　私も同じです。「いつかは
やらないと」と、思っていたところで、
タイミングよく声をかけていただき
ました。これがなければ、地域活動の
関わりはなかったかもしれません。

－PTA活動で思い出に残っているこ
とは？
江村さん　平成23（2011）年11月開
催の菅北小学校創立90周年の記念式
典ですね。当時、下の子がそれぞれ5
年生と4年生で、太田黒さんが副会長、
私が書記でした。
太田黒さん　記念行事があったから、
PTA活動にどっぷりつかることにな
りました。そのとき、子どもたち向け
のサイエンスショーを企画して大好
評でした。子どもたちは非日常が大
好き。体育館を真っ暗にしただけで、
大喜びして「そこから、はしゃぐ
かー」って感じでした。
　金子みすゞの詩を朗読するステー
ジでは、江村さんがスライドに合わせ

て朗読。ピアノの先生をしている
PTAが伴奏してくれました。すべて
が手作りで、思い出に残っています。
　周年行事とあって、OBの方もたく
さん。地域の大先輩と接することが
でき、小学校と地域のつながりの強さ
や、地域のことを知るきっかけになり
ました。

－みなさんの特技も活かされたので
すね。PTA役員をしてみての感想は？
太田黒さん　「PTAは大変やったけ
ど、やってよかった」っていうのはみ
なさん言いますね。最初は絶対しな
いって敬遠していた人もそう言いま
す。もちろん、私もやってよかったと
思うし、心から言えるから、次の人も
「そうかな？」と考えてくれるのかも
しれません。
江村さん　PTAは「誰とやるか」「いつ
やるか」というのも実は重要ですよ
ね。どうしても相性があるので、一緒
にやって楽しい人同士かどうか。
太田黒さん　PTAの4役（会長、副会
長、書記、会計）は、地域の登竜門み
たいなもの。私たちがPTAでドタバ
タしているのを誰かがちゃんと見て
いて、タイミングよく「今度は青少年
指導員、どや？」と声をかけられるわ
けです（笑）

江村さん　そんな流れで、太田黒さん
とはPTAで一緒になって、その後も
示し合わせたわけではないけれど、今
も一緒です。

－現在の活動を教えてください。
太田黒さん　二人とも地活協の広報
委員になって、「Dearかんぼく」とい
う広報紙を発行しています。菅北の
地域活動に参加してもらいたい、知っ
てもらいたいというのが目的。また、
町会に入っていない人へのアプロー
チもあります。
　委員は、不動産業、司法書士、医師
など、それぞれの仕事をしながらも、
プロならではの得意分野や関心事、各
種団体とのネットワークを活かして、
企画・取材・編集をしています。

－お二人も取材をされるのですか？
江村さん　そうですね。私は、青少年
指導員の欄を担当していて、正月の餅
つきや、一泊二日のサマーキャンプを
レポートしました。
太田黒さん　取材をしてみると、なん
となくしか知らなかったことをよく
知れますね。

小学校90周年行事が
地域を知るきっかけに

工夫がいっぱいの
広報活動
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二人それぞれの
地域活動の魅力

私
の
地
域
活
動
履
歴

太田黒貴久子さん・江村三貴子さんの場合
平成20（2008）年

平成21（2009）年

平成23（2011）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

▶

▶

▶

▶

▶

太田黒さん　子どもの小学校PTAの役員になる

太田黒さん　青少年指導員になる

二人ともに小学校ＰＴＡ役員になり90周年行事の運営に携わる（太田黒さん：副会長／江村さん：書記）

江村さん　青少年指導員となる

菅北地域活動協議会の広報委員となる

－広報委員会として工夫されている
ことはありますか？
江村さん　編集会議は、毎回、参加者
全員にFacebookとメールで議題を
発信しています。会議後の議事録も
同じ方法で共有しています。これで
参加できなかった人も情報共有がで
きて、当日の話し合いもスムーズにな
ります。
　菅北地域は都会のなかの下町。地
域との関わりが薄く孤立してしまっ
ている人にも「Dearかんぼく」を届け
たいと、配布方法は町会それぞれが工
夫してくれています。町会長さんが
手渡ししたり、商店街のなかのお店に
置かせてもらっているところもあり
ます。町会に入っていない人の目に
留まるような募集記事を出せないか
と、みんなで検討中です。
太田黒さん　現在、ホームページも立
ち上げ作業中ですが、担当は、江村さ
んを含めて3人。プロジェクトメン
バーで話し合った案を、公開する前に
みんなで相談します。私はユーザー
目線で意見を言うのが役割です。

－お二人にとって地域活動の魅力や
原動力になっていることは何です
か？
太田黒さん　地域でがんばる先輩方
の存在は大きいですね。広報紙につ
いてなど、お褒めの言葉はうれしく
「みんな喜んでいるよ、ありがとう」っ
て言ってもらえるとまたがんばろ
う！と思えます。

－喜んでもらえることが、ご自身の喜
びになっているんですね。
太田黒さん　そうですね。活動を通
して、まちですれ違うだけだった人と
知り合えたのもうれしいですし、あ
と、飲み会は地域活動の大切な潤滑油
です（笑）子ども会や青少年指導員な
どの枠を超えて集まるので、何かあっ
たときの協力関係が自然とできてい
ます。

－江村さんはいかがですか？
江村さん　私の場合は、仕事とはまた

違った居場所や活躍する場があるこ
とですね。普段は会社勤めをしてい
ますが、地域でホームページを立ち上
げることになったとき、未熟な経験し
かありませんが「ここでならできるか
も」と思い、生涯学習のような気持ち
で挑戦中です。

－最後に、今後への思いを聞かせてく
ださい。
太田黒・江村さん　地域の見守り隊の
みなさんは、雨の日も風の日もグリー
ンのジャンパーを着て子どもの見守
りを続けてくれている。見えないと
ころで淡々とがんばってくださって
いる姿に頭がさがり、泣きそうになっ
たことがあります。先輩方の活動を、
世代交代ではなく、踏襲してつないで
いきたいです。

－ありがとうございました。

若狭キャンプ飯ごう炊さん
（左奥：江村さん／右奥：太田黒さん）

琵琶湖キャンプ集合写真

取材を終えて
ペアでのインタビューを希望されたお

二人。話を伺って、二人一緒だからこ

そ、こうして今まで活動して来られた

のかなと感じました。一方、同じ活動

をしながらも、魅力を感じるポイントに

は、それぞれの個性が表れていたのも

興味深かったです。
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－まず、地域活動に関わり始めた
きっかけを教えてください。
　子どもが幼稚園のとき、先生から
「雨の日だけでいいから、通園のサ
ポートをしてもらえないですか？」
と声をかけられました。子どもが年
子で、何かとお世話になることも多
かったので、私にできることなら、
という思いで始めました。

－お子さんが小学校にあがられてか
らは？
　いくつかPTAの役をして、広報な
どを担当しました。副会長も2年間
務めましたが、そこで地域のつなが
りが大きく広がりました。
　さらに、当時発足した主任児童委
員になってほしいと声をかけられ
て、引き受けることに。学校との連
携も必要なので、PTA経験者に担っ
てほしいという意向があったようで
す。「服装に汚れが目立つ子がいる」
「夜、外で遊んでいる小さい子が気
になる」といった相談を受けては、
学校や児童相談所と連携しながら対
応していましたね。

－その後はどのような活動を？

　娘の中学校卒業と同時に、中学校
の「心の教室相談員」になりました。
これは、暴力行為、不登校、いじめ
などの問題を背景に、「心のケア」が
必要であろうと全国の公立中学校で
始まった取り組みでした。活動は、
週に3回・午前中。中学生にとって、
先生でも親でもない第三者的な存在
として、生徒たちの相談を受けまし
た。「心の教室」に訪れるのは、ひと
り孤立しているような女の子が多
かったです。
　その後、民生委員として、地域で
子育てサロンの立ち上げにも関わり
ました。

－地元地域以外でも活動されている
のですか？
　大宮地域での活動のほかにも、区
のイベント「旭ミュージックフェス
タ」にも関わっています。立ち上げ
当初、出演者が少なかったことから
ハープを2回演奏しました。習いた
てだったのですが「ええから出て」
という感じで頼まれて（笑）
　その後「PA（音響）のスタッフが
足りない」と聞いて、全6回の音響の
講座を受け、現在は音響スタッフを

担当しています。

－講座を受けてPAまでされるとは
…かなり専門的ですよね。
　もともと機械を使うことが好き
だったんです。ほかにも、これは有
償の活動ですが、区民センターでパ
ソコンを教えたり、障がい者にパソ
コンを教えることもあります。
　わりと習うのは好きなのですが、
そのことを話すと「ちょっとやって」
という感じで、実践する機会もつい
てきましたね。

－新たな学習支援の活動にも取り組
まれているそうですね。
　平成26（2014）年度に始まった、
旭区社協が受託する「あさひ学び舎
事業（中学生のための生活・学習支
援事業）」では、これまでの経験や
ネットワークを活かせたらと思い、
教える側のボランティアのとりまと
め役として、コーディネーターを務
めています。場合によっては私が教
えることもあります。

－本当に多彩な活動をされています
ね。活動の原点になっていることは
ありますか？
　私は大阪市立大学 生活科学部の

大阪の社会福祉　第715号（平成26年12月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

齋 藤　英 里さん

知っている人を知っていることで、
どんどん広がる

区 地域旭 　大宮

子どもたちの心に
寄り添って

学び・経験・ネットワークを
活かして新たな活動へ

旭区大宮地域で、子ども・子育て支援活動をはじめ、区の音楽イベントでもご活躍
の齋藤英里さんにうかがいました。

さい とう え り
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出身で、社会福祉や精神分析の勉強
をしてきましたが、当時から「子ど
もたちが大人の犠牲にならないよう
にしたい」という思いがありました。
学生時代のボランティアでは、里親
の会や車いすが使える地図の制作な
どにも関わっていました。
　また、これまで子ども向けの通信
教育の添削指導の仕事を20年続け
ていて、子どもたちの学びをサポー
トして、励ましのメッセージを書き
続けてきました。
　そんな経験も今の活動とつながっ
ているところがあります。

－ご経験を活かして活動をされてい
るのですね。「あさひ学び舎事業」で
のエピソードを聞かせてください。
　はじめは、教える側のボランティ
アの体制をつくるため、学生時代か
らの友人や、通信教育の仲間、地域
のつながりなどから声をかけてチー
ムをつくりました。なかには「将来、
学校の先生になりたい」という教育
学部の学生も在籍しています。

　ここではこれまでのネットワーク
が活きましたね。何かを始めるとき
には「知っている人を知っている」
ことでどんどん広がっていきます。
　通ってくる子どもたちは想像して
いた以上に幼くてかわいい。どこか
大人に甘えたいところがあるのか
な、という印象を受けています。教
える側も焦らず一人ひとりのペース
に合わせて教えるように心がけてい
ます。
　学校に行きにくかったり、さまざ
まな事情を抱えた子どもが、学び舎
には一歩踏み出して通ってくれると
いうケースもあり、この活動の意義
を感じています。「僕には何もでき
ないから…」と言う子もいますが、
少しでも自信をつけてもらえるよ
う、子どもたちと向き合っています。

－地域活動を通して、ご自身の変化
はありましたか？
　地域活動では自分が率先してやる

ことが多く、普段の生活では出会え
ない人たちとの新たな出会いがあり
ます。もともと引っ込み思案な性格
だったのですが、いつの間にか活動
を通して自然に前に出られるように
なっていました。学生時代の私を
知っている人たちからすれば、信じ
られないような変化だろうと思いま
す（笑）

－最後に、より多くの人に地域活動
に参加していただくためには？
　PTAは子どもが卒業すると、親も
同じように卒業になるので、同じ人
が続けることはできず、自然な循環
が生まれます。
　地域活動でも、同じ人が役を続け
るばかりでなく、勇気をもって引き
継いでいくことも大事なことではな
いでしょうか。

－ありがとうございました。

「旭ミュージックフェスタ」
プレコンサートで音響を担当

子育てサロンでハープを演奏

取材を終えて
お話を伺っていくにつれて、過去の経

験、さまざまな活動、その中で生まれ

たネットワークが相互につながってい

ることを感じました。多彩な活動をさ

れる中で「子どもたちへの思い」が常

に芯にあって、今も向き合い続けてい

るという姿勢が印象に残りました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

齋藤英里さんの場合

昭和63（1988）年

平成 5（1993）年

平成 7（1995）年

平成12（2000）年

平成18（2006）年

平成19（2007）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

長男の幼稚園の地域委員になる（以降、幼稚園・小学校のPTA役員を複数経験）

子どもたちの小学校のPTA副会長になる

大宮地区　民生委員・児童委員（主任児童委員）になる

旭陽中学校「心の教室相談員」になる

大宮子育てサロン「ポップコーン」開設にかかわる

旭区民センター　パソコン教室　講師になる

旭区民音楽祭　音響担当になる

大宮校下地域活動協議会　地域福祉部会長になる

「あさひ学び舎事業」 学習コーディネーターになる

地域活動で
引っ込み思案な性格も変化
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大阪の社会福祉　第716号（平成27年1月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

保 呂　純 子さん（37）

一人ではできない。仲良く、絆を強く

区 地域中央 　河原

中央区河原地域で、子育てサークルや地域の行事・イベントなどで活躍中の保呂純
子さん（写真右）と佐々木尚美さん（写真左）に伺いました。

ほ ろ じゅん こ

佐々木 尚 美さん（39）
さ さ なおき み

 

― 子育て支援サークルのことを教
えてください。
佐々木さん　地域の役員さんが、小
さい子どもがいる家庭をまわって
「子育て支援サークル」があると声
をかけてくださったことで知りま
した。
　私は嫁いできてからずっと河原
地域。子ども3人の母親で、PTAの
役もやらせていただきました。
保呂さん　もう引っ越ししてしま
いましたが、友人がここで子育て
サークルに参加していて、誘っても
らったことがきっかけです。
　私は4人の子の母親ですが、2番
目の子どもが佐々木さんと一緒の
学年で、子育てサークルで知り合い
ました。この辺りには、繁華街があ
り、はじめは外に遊びに行かせるの
も心配だったので、サークルがあっ
たことで救われました。
佐々木さん　子どもたちは自然と
仲良くなっていくし、卓球や、夏場
には滑り台が付いているプール遊
びもできる。
保呂さん　毎週水曜日、学校が終
わったら子どもたちが集まって、絵
本の読み聞かせなどで面倒をみて

もらいました。ここは子どもたち
が寄ってくるあったかい場所。特
に夏休みは助かっています。外に
出ればお金がかかるけど、ここでは
電気代がかからない（笑）また、こ
こに来れば、みんながいる。家族に
しゃべれないことでも、ここでは話
せます。

― 地域のことを教えてください。
保呂さん　結婚してから、主人の実
家であるこの地域に移り住みまし
た。最初は未知の世界で正直、引っ
越してくるまで不安でした。繁華
街もあるので夜はネオンが付くと
雰囲気が一変し、ここで子育てがで
きるのかと。
佐々木さん　小学校への通学路も
繁華街を通って行くんです。子ど
もの足で20分はかかるので、ラン
ドセルを背負ったはじめの頃は筋
肉痛になっています。
保呂さん　でも、それで、子ども自
身もだんだん強くなっていくんで
す。
佐々木さん　小学校では集団登校
という形をとっていないから、子ど
もたちも自然と仲良く一緒に行く
ようになりました。すると、自然と
親との連携もでてきます。また、人

が少ないこともあり、地域の人は
PTAにほぼ名を連ねていますね。
保呂さん　この地域は“まちのなか
の村”のようなところで、親も子も
濃い関係が築け、和気あいあいとし
ています。親同士の団結もすごく、
子どもたちの名前もほとんどわか
ります。子どもが悪いことをした
ら、わが子のように怒ります。
　子どもも地元に愛着があるのか、
東京旅行に行くのと地蔵盆、どっち
が楽しい？と聞けば、子どもらは
「地蔵盆！」を選びます。それぐら
い地域が好きで、地域のイベントに
参加しています。
　また「誰々ちゃんのお母さん」で
はなく、下の名前で呼んでもらえる
こともうれしいかな。ここに住ん
でいることにとても感謝していま
す。

― 37年ぶりに盆踊りを復活させた
んですね？
保呂さん　はい。大先輩もいらっ
しゃるなかで中心に企画をさせて
いただくことになり、正直すごいプ
レッシャーでした。地域の役員さ
んに「一回やってみい」と言われて。

知らない顔はいない！
親も子もみんなが団結

いきなり、実行委員に大抜擢！
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地域とともに
成長していけたら

私
の
地
域
活
動
履
歴

保呂純子さん・佐々木尚美さんの場合
平成19（2007）年

平成21（2009）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

佐々木さん　地域の子育てサークルに初めて参加

保呂さん　　河原地域に引っ越して来られる　　

37年ぶりの河原盆踊り大会を開催

２人ともに子どもの小学校PTAの役員を務めている

佐々木さん　いきなり実行委員で
すよ～。地蔵盆など他のイベント
も重なっていたため、青年部や女性
会のメンバーはそっちで忙しかっ
たわけです。誰か手伝ってくれそ
うな人おらんかな、ということで私
たちがすることになって。
保呂さん　決して暇なわけではな
いんですが（笑）見たら、資料に私
らの名前が入っていた！周りは先
輩だらけでものすごく気を遣いま
したが、二人だからなんとかがんば
れました。
佐々木さん　会議はほぼ毎日。前
例がなく、焼きそばを何個つくって
いいのかすらわからない状態でし
た。誰にお伺いを立てればいいの
か、そういうのも難しかったのです
が、相談できる地域の人がいたのは
心強かったです。金券もパソコン
で自作して、印刷屋さんでつなげて
もらいました。
保呂さん　毎日すごく忙しく、子ど
もを公園で遊ばせならが、打合せを
しましたね。

保呂さん・佐々木さん　でも盆踊り
当日は、狭い公園に入りきれないほ
ど人が集まってくれて大盛況でし
た。いろいろ売り切れ状態で反響
も大きく、本当にやってよかったと
報われました。
 

― より多くの人に地域活動に参加
していただくためには？
保呂さん・佐々木さん　新しい人に
も入ってもらわないと、とは思うの
ですが、小さい子を抱えるお母さん
の気持ちや大変さがよくわかるし、
だからこそ声をかけづらいという
理由もあります。
　また子育てママさん自体が少な
い地域なので、今は様子を見ながら
…というところですかね。私たち
が若いほうになるし、もっと成長し
ないと、と思っています。
佐々木さん　一人ではできないけ
ど、保呂さんと一緒だからできてい
ます。今では、地域のイベントが優

先。家のことが後回しになっても、
子どもたちのためになっている、と
思えることが一番だと思っていま
す。大変だけど、子どもたちが仲良
くなり、親同士の関わりや絆が強く
なれたことがうれしい。
保呂さん　私も佐々木さんと協力
してここでつながっているから、何
とかやっていける。
　まちの拠点となっている、この公
園と集会所がなかったら、逆に孤独
だったかもしれません。
　それに、地域活動は自分にゆとり
がないとできないってこと。私も
子どもが小学校に入ってからでき
るようになったし。だから子育て
真っ最中のママさんも、今は見守っ
てあげながら、できることから一緒
に顔の見える関係が築けていけた
らうれしいなと思っています。

－ありがとうございました

子育てサークルの様子 夏祭りの準備

取材を終えて
お二人にお話を伺っていると「仲が良い」

を通り越し、本当の家族のようでした。

たくさんの役や行事で大変な中でも、楽

しみながら地域のつながり、絆、子ども

の成長を大切にして活動されているよう

に感じました。また若い世代が少ない中、

次世代の方にもきちんと目を向け、見守

られているのが印象的でした。



イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

此
花
区

21

 

－この施設で働き始めたきっかけ
は？
　私はもともと地域福祉に興味があ
り、専門学校で「コミュニティが福祉
の基本」「上からの施策を待つより、
ボトムアップで必要なものをつくる」
という教えを学び、いつか実践して
みたいと思い描いていました。
　卒業後、大きな福祉施設でリハビ
リテーション関係の部署を担当しま
した。規模の大きな組織で学ぶべき
ところはたくさんありましたが、地
域との接点はもてないままだったの
です。そんなとき、知り合いから「作
業所を立ち上げるから、手伝ってく
れないか」という相談があり、現在の
作業所立ち上げに関わりました。
　平成8（1996）年、働楽はこの近く
のアパートの一室で開所しましたが、
階段もあり、いろいろと不便なとこ
ろがありました。転機は、道路に面
したこの場所に引っ越したことです。

－NPO法人 働楽のことを教えてく
ださい。
　働楽は障がい者の働く場所の支援
を目的とした福祉作業所です。代表
は視覚に障がいのある者で、私は支

援員をしています。
　受注しているのは、店頭に飾るの
ぼりに関する内職仕事が中心ですが、
作業内容はさまざまで、片手ででき
ること、視覚障がいのある人でもで
きることなどの分業で進めています。
メンバ－は13人で、此花区内に住む
メンバーがほとんど。ちなみに、私
は平野区から通っています。

― ひまわり喫茶はオープン66回を数
えるとか。
　きっかけは、仕事が暇なとき、作業
所の仲間と一緒に「ふれあい喫茶」に
参加したことでした。100円でお茶
が飲めて、いろんな人が気軽に参加
でき、自然に交流が楽しめる。「なん
かいいなぁ」と気になりました。施設
で待っているだけでは何も始まらな
い！とふれあい喫茶事業の作業所版
をやってみようと思い立ちました。
　障がい者の福祉作業所は地域の理
解が必要です。作業所で何をしてい
るか、まだ十分に知られていない部
分もあるので、地域の人たちに中に
入ってもらい、メンバーと交流して
ほしいという思いがありました。
　喫茶の運営やノウハウは「ふれあい
喫茶」とほぼ一緒。すべて「ふれあい
喫茶」に学ばせてもらいました。喫茶

のメニューは飲み物のほか、パウン
ドケーキやぜんざい、わらび餅など
季節に応じて変えています。名称も
「ひまわり喫茶」とし、開催は毎月第4
土曜日、作業所の仕事が忙しくなら
ない限り、ほぼ定期で開いています。
これだけ続けていると、常連さんと
そうでない人というのが分かれてし
まうので、一人で来てくれたお客さ
んにはなるべく私から話しかけるよ
うにしています。
　今では働楽のメンバーが外を歩い
ていると「今度は喫茶いつあるの？」
「おいしかったよ」と声をかけられた
り、近くに住む常連のおばあちゃん
は喫茶がお休みだと知ると、がっか
りされるぐらいです。通所施設は会
社勤めと似たようなところがあり、
利用者も行き帰りだけになってしま
いがちです。ですから、こういう交
流があると、すごくうれしいですね。
周知のため、喫茶開催前にビラを配っ
たり、喫茶にお客さんがいないとき
には、前に出て呼び込みをしてくれ
る人懐っこいメンバーもいるんです。
　ひまわり喫茶を訪れるお客さんが、
地域の役をされていまして。それが
ご縁で地活協の活動に携わるように
なったのですが、そこでの口コミが、
つながりを生んでいます。喫茶活動

大阪の社会福祉　第717号（平成27年2月発行）掲載

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

阪　憲 明さん（41）

できない理由を探すより、できる理由を探す

区 地域此花 　梅香

待っているだけでは
何も始まらない

此花区梅香地域のNPO法人「働楽」（どうらく／障がい者の福祉作業所）で働きなが
ら、地域と施設とのつながりづくりや、地活協でも活躍中の阪憲明さんに、勤務先
の作業所で伺いました。

さか のり あき
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がじわじわと浸透しつつありうれし
いです。

― 福祉とアートを結ぶ活動にも熱心
ですね。
　梅香地域・四貫島地域は、ギャラ
リーや共同アトリエ、デザイン事務
所などクリエイターが活動する場が
点在しており、魅力的な作品展やイ
ベントが多く企画されています。他
の地域から移り住んでくるアーティ
ストも増え、新しいものを受け入れ
る土壌のようなものを感じています。
働楽でもアート展を開きましたが、
障がい者の作品として見るのではな
く、まっすぐなアートとしての評価
をいただくことがあり、とてもうれ
しく感じることがあります。
　働楽の作業所では、照明を変えて
ライブ演奏を開いたり、作業台を高
座に大学の落語研究会をお招きした
り。高さや長さの組替えが可能なテー
ブルと、天井の高い空間を活かして、

さまざまなイベントを開催していま
す。企業の社会貢献事業で、高校の
ボランティアとメイクアップ講座を
開いたときには、女性メンバーに大
好評でした。
　区社協にも「ひまわり喫茶でいすが
足りないから貸してほしい」に始ま
り、マイクがない、アンプを貸して、
ボードはどこにある？など、いつも
お世話になっています。

 
― より多くの人に地域活動に参加し
ていただくためには？
　地活協では、福祉・更生・環境・保
健 部会に所属しています。恒例の「梅
香さくらまつり」では、地域の若手が
活躍する地車（だんじり）会に働きか
け、中学生の吹奏楽部とだんじり囃
子のコラボが実現しました。また梅
香という地名にちなんで、梅干しの
種とばし大会ができないかと提案し
たところ、女性会の大先輩方が「それ
はおもしろい！」と後押ししてくだ

さったおかげで、新しいイベントが
生まれました。この大会は、若い人
も区長も参加してくださり大盛況。
　イベントは一過性で終わるという
言葉をよく耳にしますが、できる範
囲の小さなイベントをつなげていく
ことが、まちおこしにつながってい
くのだと思います。既存にあるもの
を、もっとおもしろくできないかと
考える。常に話し合える場があるこ
とが、新しい人を受け入れることに
つながるのではないでしょうか。
　何事もできない理由を探すより、
できる理由を探す。それを応援して
くれる諸先輩方にも感謝しています。
　地域活動をするようになって、働
楽の活動そのものが地域に見守られ
ているようなあたたかさを感じてい
ます。

－ありがとうございました。

2014梅香さくらまつりの様子 上：おしゃれ教室開催時の様子
下：ひまわり喫茶の様子

取材を終えて
常に地域のいろいろなところにアンテ

ナを張り、チャレンジを続ける阪さん。

自然と多くの人が集まり、つながりが

できていく。笑いの絶えないインタ

ビューからも、人を引き付ける魅力の

ある人柄を感じることができました。

私
の
地
域
活
動
履
歴

阪憲明さんの場合

平成18（2006）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成26（2014）年

▶

▶

▶

▶

▶

▶

ひまわり喫茶（地域ふれあい喫茶）スタート

石鹸作りワークショップ開催

（地域の子どもと大学生と当施設利用者による工作イベント）

梅香＠ほーむ寄席開催（地域住民対象のお笑い寄席）

写真ワークショップ

（写真家の方と当施設利用者が撮影した写真をもとに公開トークショー）

梅香さくらまつり（地活協主催）参加

おしゃれ教室

（障がい者向けのメイク講座／高校生、社協のボランティア、化粧品会社が協力）

活動そのものが
地域に見守られている

地域に、新しいものを
受け入れる土壌がある
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　平成26年5月から広報誌「大阪の社会福祉」の新コー
ナーとして始まった「世代をつなぐ地域活動者に聞く」で
は、地域活動の担い手育成や、参加促進をテーマに、地域
活動者にスポットライトを当てた連載記事を計10回にわ
たりお届けしてきました。
　さらに、これまでのインタビュー協力者に地域活動に
まつわる想いを語っていただく座談会を企画。平成27年
１月31日、大阪市立社会福祉センターで甲南女子大学人
間科学部の鈴木大介准教授を進行役に9地域から9人が一
堂に会し、意見を交換しました。
　座談会に先立ち、市社協地域福祉課から9人の地域活動
者をそれぞれ紹介。これまでのインタビューから「若い
世代の人も案外、みんな自分の住んでいるまちが好きな

んです」（佐藤さん）「仕事とは違った居場所や活躍の場が
あることが魅力です」（江村さん）「できない理由を探すの
ではなく、できる方法を探すようにしています」（阪さん）
など各参加者の印象深いコメントを共有し、スタートし
ました。

　インタビューでは、はじめは「誘われて」「断ろうと思って
いたけど」という方も多くいましたが、みなさん自発的な活
動への思いや楽しさを大いに語っていただきました。その
気持ちはどこでどのように切り替わったのでしょうか？

鈴木先生：それではまず、地域活動に参加したきっかけを
教えてください。

乾さん：みなさんの記事を読ませていただく
と、PTAが地域活動の入口という方が多いで
すね。私も子どものためにやってみようと思っ
たのがきっかけです。続けていくうちに知り
合いや仲間が増え、自然といろいろな人との
接点が増えました。「自然といいかも」が継続
しています。
横井さん：私もきっかけはPTAの広報委員で
した。新旧役員の交流会で「横井さん今度、家
行くからこの顔を覚えておいて」と言われ。そ
れから、夏の暑い日に何度も足を運んでくだ
さり、断りきれなくて民生委員を受けること
に。私は横浜育ちで、大阪のことを何も知ら
ないまま引っ越してきました。知らない人が
知っている人になるって、いいかもと思いま
した。
鈴木先生：もともと、地元ではなかったという
ことですね。かなり雰囲気の違いがあるので
は？
横井さん：しゃべり方とか、まるで漫才を見て

世代 をつなぐ
地域活動者に聞く

座談会

活動者の声から、
担い手育成のヒントを探る 

地域活動っていいかも…
～私の気持ちのターニングポイント～

小川　宗治

乾　　亮二

横井　早苗

阪上眞奈美

佐藤　　勇

中島　圭子

江村三貴子

齋藤　英里

阪　　憲明

さん

さん

さん

さん

さん

さん

さん

さん

さん

座談会参加者９人

進行・助言者：甲南女子大学 人間科学部 鈴木大介准教授

区 地域 名前 掲載号 一言紹介

住之江区

西 成 区

淀 川 区

港　　区

東 成 区

鶴 見 区

北　　区

旭　　区

此 花 区

5 月 号

6 月 号

7 月 号

8 月 号

9 月 号

10 月号

11 月号

12 月号

2 月 号

太 陽 地 域

南津守地域

木川南地域

築 港 地 域

東中本地域

榎 本 地 域

菅 北 地 域

大 宮 地 域

梅 香 地 域

地元地域で生まれ育ち、子
ども会会長を務める

地域社協副会長。仕事では
介護事業所を経営

横浜出身。子育てサロン、
食事サービス等で活動

地活協等で特技・関心を活
かした活動を展開

子育て世代で新たなふれあ
い喫茶を立ち上げる

地活協の広報委員。地域で
SNS を導入

PTA から青少年指導員、地
活協の広報委員へ

地域の子育て支援をはじめ、
区の音楽イベントでも活躍

障がい者施設の職員。施設
のある地域で活動中
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いるようで新鮮でした。（一同笑い）
乾さん：私も結婚を機に他の地域から移り住んできまし
たが、地域に長く貢献されている役員の方に声をかけて
もらったときには、あてにされる喜びを感じましたね。
鈴木先生：小川さんが子ども会で活動をはじめたきっか
けは？
小川さん：はじめは町会活動からですが、自分がポジティ
ブで断らない性格だからでしょうか。自分が生まれ育っ
た地域で活動していますが、遊んだ思い出がたくさんあ
り、子ども会も活発でした。どこかで、消えてしまった行
事を復活させたいという思いがありましたから。
鈴木先生：活動者の世代は？

小川さん：私は33歳で、生まれた年にできたマンション
で暮らしています。役員は60歳代の人が多く、私の実の
親世代になります。50歳、40歳代がいなくて僕たちの世
代ですね。友だちのおっちゃん、おばちゃんが多いので、
やりやすい面がありますよ。自分が出た小学校の卒業式
に来賓として並んでいる。なんか不思議な感じがします。
齋藤さん：私は、娘が幼稚園のとき、登園のお手伝いをし
たのがきっかけです。大学時代は社会福祉を学びました
ので、中学生の心の相談に乗ったりと、弱い人に寄り添う
ことを意識してきました。
阪上さん：私のはじまりは、子どもが小学一年生の時に「大
阪市の人材バンクに登録しませんか？」とい
うチラシを持って帰ってきたことです。好き
な「お茶」と「お花」の講師で登録しようとし
たら、校長先生から「まずはうちの学校で
PTA主催の教室を開きませんか？」と言わ
れ。それからいろいろと声がかかるようにな
り、まずは3カ月やってみよう、３年やってみ
ようという感じでした。
鈴木先生：それは特技・好きなことを活かせ
たってことですか？
阪上さん：はい。好きなこと、楽しいことだ
から、続いています。「築港の歌」のCD制作
も興味のあることだから、リピート山中さん

に曲作りを依頼し、バザーで資金を集めました。（休憩中
に披露）
中島さん：私の場合は、PTA役員の頃「地域の行事に参加
して」と誘われるのが苦痛だったんです。青パト第一号
という熱心な地域で、どこか敬遠しているところがあり
ました。子どもが卒業する直前に地域から再度のお誘い
があり、「来たか」と思いました。これまで地域にお世話
になってきたご恩返しです。
鈴木先生：なるほど。地域のお世話になってきたなかで、
お子さんが小学校を卒業するという、絶妙なタイミング
で声をかけられたわけですね。
佐藤さん：私も、PTAなどで活動を続けていくなかで、地

域のみなさんが子どもたちをいかに愛してく
れているかを感じ、恩返ししたいと思い、
PTA主催講座の参加者に、ふれあい喫茶の無
料券を配りました。それから、知り合ったお
母さん方に声をかけ、新たな喫茶を立ちあげ
ました。平日の午前中に開く時は、朝の見守
り隊への感謝ということで、飲み物を無料
サービス。見守り隊の方々は、活動後そのま
まの格好で喫茶に寄ってくれます。
鈴木先生：仕事帰りの一杯という感じで、み
なさんも喜ばれますね。阪さんは施設で喫茶
をされているそうですね？
阪さん：施設で待っているだけでは何も始ま

らない。地域のふれあい喫茶に参加したことからヒント
を得て、私たちの作業所でも同じような喫茶を始めまし
た。そのねらいは、障がい者と地域のみなさんとの交流
です。そこから思わぬつながりができ、喫茶で手品や音
楽などを披露したいという人が出てきました。倉庫を改
装した作業所が、今では舞台になったり、アートギャラ
リーになったりと交流が広がっています。
鈴木先生： 既存の場に行くだけでなく、新しい場をつく
るというのがおもしろいですね。“場の価値”をまわりが
気づきはじめたということですね。

左：小川さん　右：乾さん

左：横井さん　中：阪上さん　右：佐藤さん
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　地域活動の現場では、世代間の意識の違いや、子育て・働
き盛りの世代ならではの活動の難しさを経験されてきた方
もいらっしゃるかもしれません。それでも活動を続けてこ
られた原動力は何でしょうか？

鈴木先生：続いて「これがあったから続けて来られた」と
いうことをお聞かせください。
阪上さん：やはり家族の理解が大切では。私がお声がけ
をする時は、夫婦仲がいいかをなんとなく探るようにし
ています。私自身も家族の理解があったので、こうして
続けられています。
齋藤さん：今は家庭を持っている娘から「お母さんが
PTAをやってくれていてよかった」と、言われたことが
あります。私には地域に居場所があるから、
子どもが親の心配をしなくてよいみたいで。
また、１期だけと思って受けた民生委員も、
もう20年になります。
中島さん：私の本職はアパレルのパタンナー。
「なら、デザインできるでしょ」と思われて…
はじめにWordでロゴマークを作ったんで
す。それからチラシ制作を頼まれるようにな
り、illustratorを使うまでに。得意なことを
活かしたというより、必要に迫られて得意に
なったような感じで。自分のプラスになるこ
とを地域のおかげで身につけることができま
した。
江村さん：日本一長い天神橋筋商店街が地元ですが、地域
のリーダーは80代。50～60代が少なく、そのはるか下に
私たちがいます。ボランティアでここまでされるのかと
いう姿を目にして、私も何か貢献できればと思うように
なりました。仕事とも家族とも違う、地域とのふれあいっ
て楽しいですね。活動を通して、自分ができることが一

つ一つ増えていくのもうれしい。
中島さん：確かに50代は少ないです。はじめは、地域で
は広報の仕事自体がありませんでした。ゼロから手探り
の状態ではじめたため、自由に挑戦することができまし
た。Twitterも開設してから事後報告でしたが…ありが
たいことに会長は「こんな広報をしている」と“広報の広
報”をしてくれています。
鈴木先生：自由にさせてもらえる。任せたうえで見守り、
応援してくれるとは心強いですね。
中島さん：そうなると、走るしかない（笑）冒頭の紹介に
あった阪さんの「できる方法を探す」というのは、いい言
葉ですね。覚えて帰ります。
江村さん：私も中島さんと同じように広報委員ですが、
ホームページの立ちあげ準備中なのに、すでに地域でＰ
Ｒしてくださっています。やったら、やっただけほめて
くれる。
鈴木先生：なるほど、喜びをくすぐってくれたんですね。

　

　地域活動に関わる人の固定化・高齢化が課題となっている
中で、参加者や担い手が循環し続けるためには、どのような
ことを大切にしていけばいいのでしょうか？

鈴木先生：それでは、今回の企画タイトルに
もある「世代をつなぐ」をテーマに、みなさん
の経験から、お話いただきたいと思います。
小川さんの記事に「声をかける時は、“敷居は
低く”」とありましたが、具体的にはどんな感
じでしょうか？
小川さん：まず「お子さんが子ども会に入り
たいと思っていたら、ぜひ入れてあげてくだ
さい」と言っています。入らない理由を聞い
てみたら、共働きでお手伝いできないからア
カンと。そんな場合は「親御さんのお手伝い
はいいから」と敷居を低くしてお誘いする。

これがあったから続けて来られた
～継続の原動力・モチベーション～

どうやって世代をつなぐ？

左：中島さん　右：江村さん

左：齋藤さん　右：阪さん
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その後、わが子のためなら顔を出そうと思ってくれるわ
けです。
鈴木先生：一歩踏み出せない方にどのようにアプローチ
されていますか？
小川さん：子ども会でバーベキュー大会をする時には、親
も顔を出してくれる。その時に目星をつけているんです。
いきなり「役員」をとお願いすることはむずかしいので「今
度は一時間でもいいから手伝ってもらえませんか」と声
をかける。すると、中には半日手伝ってくれる人も出て
くるわけです。
阪さん：梅香は若手のアーティストが集まってくる地域
です。大学生と話す機会も多いですが、地域活動に参加
したいという熱いものは持っている。ただ、そういうも
のに関わるのが慣れていないだけなんです。昨年、地域
のさくらまつりで梅香という地名にちなみ「梅干しの種
飛ばし大会」ができないかと提案したところ、そのイベン
トが実現しました。若い子のアイデアが形になると、ぐっ
とのめり込んで入ってきてくれます。僕らがどうやって
若い人のサポートができるかが大切なのではないでしょ
うか。
鈴木先生：若い世代も地域のことを考えている、入りた
がっていると。やりたいことをダメだと言われるのと、
支えられるのではまったく違いますね。佐藤さんも、若
い人も案外自分の地域が好きだといわれましたね。
佐藤さん：はい。子育て世代の人も、ぐぐっと入ってこら
れるのは嫌だけど、ちょっとだけならいいよというのが
あるようです。こちらからアクションを起こして無反応
であっても、具体的にお願いしてみると、のってくれるこ
とがあります。

阪上さん：私の地域では、地活協で広報誌を配る有償活動
の仕事を受けたので、お声がけしたところ、新たな担い手
が生まれました。
鈴木先生：今までとは違った地域活動の形が増えてきた
ということですね。乾さんは世代間の調整役とおっしゃっ
ていましたが、いかがですか？
乾さん：いきなり地域に「若い世代の担い手を」というの
は、むずかしいと感じています。行事の際に日頃、見かけ
ないお父さんを目にしたときには、声をかけるようにし
ていますが、せっかく来てもらっても、手持ち無沙汰に
なってしまうことも。そんなときに積極的に声をかけた
り、終わってからのあと一歩のフォローがどれだけでき
るかが大事ではないでしょうか。
鈴木先生：最後に、みなさんのお話から、地域活動への参
加・参画を促すヒントについて、「きっかけ」と「継続」か
ら考えてみたいと思います（＝表）。まず「きっかけ」につ
いては、入ったらどうなるかわからないという人も一歩
踏み出しやすいように敷居をぐっとさげる。地域でいろ
いろな人の思いに触れるなかで生まれる愛着も重要です
ね。また、みなさんの経験から、子育てや行事参加を通し
て、地域の支えに気付き、この地域の一員であるという当
事者性が芽生えるということを感じました。そうして始
めた活動を「継続」する秘訣として、みなさんやりがいを
うまくつくり出しておられる。活動で創意工夫が認めら
れると、その気持ちはさらに加速します。一方、受入側と
しては、勇気を振り絞って入ってきた人をフォローする、
新たな提案を応援する、といった地域の度量も大切です
ね。みなさん、今日はありがとうございました。

世代をつなぐ仲間へのエール
～市内各地域の若手活動者に伝えたいこと～
　今回インタビューにご協力いただいたみなさん以外にも、地域活動に取り組む若手や、世代をつなぐ活動者たちはたく
さんいるはず。同志に伝えたい思いを、ワンフレーズでフリップに書いて共有しました。

き っ か け
敷 居
愛 着
当 事 者 性

継 続
や り が い
創 意 工 夫
地域の度量

［後列左から］

佐藤さん：趣味であり究極の自己満足
阪　さん：楽
小川さん：前向きに
乾　さん：やってみよう！！いい事いっぱい
鈴木先生

［前列左から］

齋藤さん：チョイスとチャレンジ
江村さん：いっしょに楽しもう！
横井さん：大丈夫。何とかなるから！
中島さん：明日の笑顔のために！
阪上さん：なんとかなるよ
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インタビュー＆座談会からみえてきたこと

　地域活動への参加を促す要因や継
続を支える要因にはさまざまなもの
があります。その中でも若手の活動
者と関連するポイントについて、イ
ンタビュー＆座談会からみてみま
しょう。

　

　まずは活動参加を促したポイント
ですが、キーワードとしては「当事
者性」「愛着」「自分ができること・興
味があること」「役に立てるというう
れしさ」「敷居の低さとフォロー」な
どをあげることができます。
　多くの方が自分の関係する分野や
問題から活動を始めていました。自
分の子どもに関することなど、自分
自身がその分野の当事者となること
で、活動の入口に立っていたのです。
既存の活動者の活動をみる中で、今
まで自分たちを支えてくれた方々の
姿を目の当たりにして「地域にご恩
返しを」という想いをもたれている
方が多いのも印象的でした。今ある
活動が次世代の方々の地域への愛着
をもたらし、次の活動へとつながっ
ているということでしょう。
　また新しい方を誘われる際には、
誰もが活動に参加しやすいように参
加のハードルを下げる工夫や「踏み
出した勇気」をサポートするという

ことも語られました。日頃、見かけ
ない方を目にしたときには積極的に
声をかけたり、終わってからも「あ
と一歩のフォロー」をどれだけでき
るかが重要になるということです。

　

　次に活動を継続できた背景をみて
みると「創意工夫」「やりがい」「地域
活動の先輩方の受け入れ・サポート」
「スキルアップの実感」「居場所」「つ
ながり・関係性」などがあげられま
す。
　印象的だったのは、活動をよりよ
くするために工夫を凝らしたり、新
しい活動を生み出す楽しさが“継続
の原動力”となっていた点です。実
現困難なことがあっても諦めるので
はなく「できる方法を探す」といっ
た創意工夫を楽しんでいること、そ
こから新しい動きや活動が生まれて
いるということ、それらが活動の実
感や手ごたえにつながり、やりがい
の蓄積を生んでいました。

　
　地域活動の担い手に関しては、若
者の地域離れや地域活動との乖離が
叫ばれています。しかし今回みえて

きたのは「実は若い人たちも何かし
たいという想いは持っている。同時
にさまざまなアイデアを創出してい
る」という事実です。そしてそれら
のアイデアが実現すると、地域活動
にグッとのめり込んでくるという実
態です。
　ただし、そこで重要となるのは「調
整役の存在」です。確かに地域活動
に参加したいというアツい思いを
持っている若手はいます。しかし、
そのような活動に関わることに慣れ
ていない場合が多く、また同じ方向
を向いていても、既存の活動者と発
想や価値観が違うため、すれ違いが
生じてしまう場合があります。そこ
で世代をつなぐ（両者の発想や考え
方の橋渡しをする）調整役が重要と
なってきます。
　調整役がいることで、若手活動者
の活動環境や活動のしやすさが格段
にあがると考えられます。また同時
に同年代の人のつながりがあること
で気やすさと心やすさが生じている
という関係性の重要さも浮かび上
がってきました。
　次世代の地域活動の担い手育成
は、多くの地域で共通する課題です。
今後も、今回のような企画を実施・
活用し、地域での実践がより豊かに
なる後押しが行われればと思いま
す。

大阪市社協が設置する地域福祉活動推進委員会の専門部会である地域福祉活動支援
部会の委員。市内複数区で、地域福祉に関する研修講師や計画策定のアドバイザー
などを務める。地域活動の参加・参画を促す要因に関する調査研究に取り組む。

活動参加を促した
ポイント

活動を継続できた
背景

思いをつなぐ
調整役の存在
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