
第 4回ボランテイアセンター運営委員会資料

日時 :

場所 :

講師 :

平成 28年 9月 24日 (上) 13:00～ 17:OO
朝陽地区南掘区  「西敬寺」他

延藤安弘氏 (NPO法 人まちの縁側育み隊代表理事)

まうの傾硼‐巫座h眈

13:00^V14:00   「″]と ――く」

14:00～ 15:30 まち歩き

15:30～ 16:20 班ごとにまとめ、発表

16:20～ 16:50 先生まとめ

1参加者  64名       |
1会場になった西敬寺はだランティア

|

|セ
ガー運営委員で もある本賣 さ

|

|ん
が住職を務めています。   |

「まちの縁側」 とは、 ヒ ト・モ ノ・ コ トのつなが りの居場所。

南掘にもた くさんの「まちの縁側」があ りま した。そ こには地域

の子 どもを大事に しよ うとい うや さしい気持 ちがあ りま した。

まち歩き前の 「幻 と― く」を真剣に聴 く

アイ ドル大はなちゃん

歴 史のある長命寺で木賣 さんのお話

も子ども神楽でき まちの黒板 何でも書けます



金丸 さんはお話 し大好 き庫では読み聞かせ ア 野生の ，を

まち歩きの発見を模造紙にまとめて班ごとに発表しました

まちの縁側を朝陽地区で実施するのは、 5年ぶ りのことです。前回は朝陽地区全体の取 り組み

として実施 しましたが、今回は南堀区にある縁側的な居場所に焦点を当てて実施 しようという機

運が盛 り上がり、朝陽地区社会福祉協議会などのご協力を得て実施 しました。

講座の前に木賣住職の「仏教 トーク」があり、大きな素敵な住職の声に参加者はまず魅了され

ました.講師の延藤先生の「幻 トーク」は絵本をたくさん題材に使つて縁側 (居場所)の大切さ、

子どもがまちづくりに関わつている例など分かりやすく語つていただきました。縁側のヒン トを

聞いた参加者のみなさんは、南堀区にある「まち歩きの拠点箇所」になっている8カ所を、スタ

ンプラリーを兼ねた 「まち歩き手帳」を持ちながら訪ね、それぞれの縁側的居場所の説明や成 り

立ちについての説明を、メモを取 りながら熱心に聞いて歩きました。

まち歩きを終えて、再度出発,点でもある西敬寺に戻 り、6組の班に分かれそれぞれが、まち歩

きで知 り得た情報を模造紙に書いてまとめ、班ごとに発表を行いました。

最後に、延藤先生から南掘区の貴重な 「まちの縁側」を一人でも多くの人に知ってもらい活用

していくことが重要であるとのお話しがありましたc今回の講座を通して、南堀区の皆さんは地

元にあるまちの縁側を育て発展させていこうとする熱意に浴れていました。どう生かされていく

か楽しみですc



ま ちの縁 側 in南堀  ま とめ    喉 造紙より)

◆ゆつくり散歩 したいまち 南堀

◆ワクワク ドキ ドキ ぃや しとふれあいのまち

◆掘れば掘るほど宝の山

◆昭和の良さを取 り戻そ う

◆心を掘れば地域の宝 ザクザク

(金丸 じいちゃんか らじおんくんへ 90才つなぐ未来 l)

西敬寺

・住職 さんの人間 としてのお言葉に感動

・声 もステキな木賣 さん

。お話が無形の宝

・住職の声が大 きい あの声量に圧倒 された

長命寺

。お寺が地域の寄 り所 に
。反戦活動

。長命寺がすば らしい宝物

・ グラン ドピアノのあるお寺って !

・寺の歴史 お経堂
。お寺でサロン 大人も子供 も一緒にめしをくらう、どう?
。お堀の魚 子 どもが生き物 と親 じめてGOOD(自 然がいっぱい )

。まちの宝 じゃなくて 国の宝だ
。伽藍 。天丼絵  りっばなお寺に感動

公民館

継続する努力 文化を通 して育む力 207年 もの歴史が自信 と自慢

無 くせばいい 大人の都合が問われている

子 どもたちを地域で見守っている姿
「あいさつは みんなをむすぶ まほ うの言葉」 とい う子 どもが

描いたポスターのある公民館

。ししをかぶれてよかった
。子 ども獅子舞が継承 されている事がすばらしい
。子 ども達の生き生きとした顔が想像 されノた

りんご文庫



文庫がいいアイデァ ラインナップがすごい

利用者減 残念→何 とかならない ?→後継者のボラあつめては ?

週 1回の心のより所

将来の高齢者お茶のみサロンヘの展開のヒン

キッズサー ドブ レイス

卜になる気がする

新たなしかけで子 どもが集まれる場所にして |

どんな しかけがいい ?

責任者の方の心がけ 。生き方がすばらしい

寄つておちゃべ りが したい

努力してきた事が長続きして欲 しい 継続を期待する

長 くつづきるすごさ

お嫁 さんがつづけてくれそ う

すてきな本を借 りて、家の近 くの図書館 とい う利′像

すてきな本をさが してもらえ、相談できるすばらしさ

はんちゃん

。ペ ットのワンちゃんを道行 く人たちに接する場を与えている飼い主

さんの心意気に感動

・学童たちとのふれあい 人 と動物の声掛け

毎 日の小 さな幸せ
。だれでも受け入れてくれる犬

・はなちゃんを触れてよかった

黒板

。自分の気持 ちを吐き出す場所 にな りそ う

子 ども達が集いやす く、コミュニケーションがとれるよい方法

昔、駅に伝言板があったね  どこかに伝言板 もいいよね

金丸 さん

すば らしい発想

子 どもの心のはけ口

告 白板 (イ ジメ )

何か書いてス トレス発散

書いていいの考えがすごい

金丸 さんの話  もつ と聞いてい

ほのばの 縁側 にすわっている

お顔見ただけで気持 ちがあたたかい

記憶力抜群

歴史を全部覚 えているのがすば らしい

どうぞのガーデン

。「楽 しませる」 しかけ作 りがステキ



おもてなしの心が高い

子 どもの遊び場にな りそ う

男性仲間の集いの場

ネイチャーゲーム 楽 しかつた 他でもできそ う

畑仕事は人と人をつなぐ

いつでも 「どうぞ」の心がけがすばらしい

絹りiさ んこそ宝 企て上手

ハダシになれる

仲間入 りしたい

ラズベ リーの実で次世代をつなぐ

野生の味 親子で一緒で楽 しい

天神堂書店
。本にこだわ り 本を愛する人 子 どもにも伝えている

提  言

童′山ヽにかえつた

(上記にダブ リあ り)

長命寺 ちいきの人がもつと気楽に集えるとイイナ

長命寺のお堀をきれいにしてホタルが見れるお寺にした らどう?

お寺でサロン 大人も子供 も一緒にめしを食 らうつてのはどう?

りんご文庫 後継者のボランティア集っては ?

りんご文庫 新たなしかけで子 ども集まれる場にして

どんな しかけがいいかは ?

どうぞのG 曜 日によって提供する事 (イ ベン ト)決まっていると

わか りやすい

どうぞのG 花 。野菜の種を配布 したら?

黒板 昔、駅に伝言板あつたよね、どこかに伝言板もいいよね

昔の道路改善 ?

小学生 裏道を歩 くと安全か ?

車の量が多 くて歩 くのが怖い (ホ ク トの前の道路 )

道路狭い

大きな道路を横断するのに、お年寄 りは大変だ

倉沢酒店前、 ≪車 危険≫の看板立てては ?

長寿会の世代間交流活動 じめ縄づ くり講座

もちつき大会

伝統の名のもとに、高齢者に依存 していないか ?

長電の駅が 2つ もある南堀 !駅前広場の活用 したい !


