
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流集会に参加してくださった方々が綿毛

となり、やさしさや思いやりの詰まった種を、

県内至る所に運んでいくことをイメージして

います。 

みなさん一人ひとりがつながることで、「た

すけあいの輪」が広がっていく様子を、「たん

ぽぽ」に見立ててデザインしたロゴマークに

なっています。 
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名 称 
広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会 ２０１９ 

～オモイを伝える、ココロがつながる、デキルこと広がる。～ 

日 程  令和 元年 １１月 ２９日 （金） 

会 場  シーガイア コンベンションセンター ４Ｆサミットホール 

参加者  ９９名 

対象者 
 社会福祉協議会、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、企業等、地域の

困りごとを解決したいと実践している方や活動に参加・協力したいと考えている方 

主 催  社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 

 
 

時 間 内  容 

9:30～10:00  受 付 

10:00～10:10  前 説・オリエンテーション 

10:10～10:15  あいさつ  社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 会長 川崎 新一 

10:15～11:45 

 基調講演 
  「誰もが安心してくらせるまちに、 
              そして、暮らし続けたいと誇れるまちに。」 
  
講 師：特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝 

                 事務局長  池
いけ

 谷
がや

 啓
けい

 介
すけ

 氏 

11:45～13:00  昼食／休憩 

13:00～15:30 

 リレートーク ＋ グループエンカウンター 
 コーディネーター： 

  九州大学大学院 人間環境学研究院 教授  高
たか

 野
の

 和
かず

 良
よし

 氏 

リレートーク 

「寺子屋」と「コミュニティカフェ」を展開 

        《生目台地域自治区地域協議会》 

 

移動スーパーでの買い物支援と障がい者就労支援 

    《NPO 法人 日向市手をつなぐ育成会》 

 

「みまたんどうぞ宅食便」 

    《社会福祉法人 三股町社会福祉協議会》 

 

地域の交流スペースはスーパーの２階に 

               《プチ・コパン》  

コーディネーターコメント・グループエンカウンター趣旨説明 

グループ 

エンカウンター 

 グル―プで円座を組み、それぞれの活動内容、活動を通じての感動・

悩み・課題等、思いのすべてを語り合いましょう。 

 この交流集会での「つながり」に期待することや実際にどんな「つ

ながり」が作りたいのかについても話し合ってみてください。 

15:30～15:55  発 表／まとめ 

15:55～16:00  閉 会  ＝ネットワーク発足宣言＝ 

概要 ＜開催概要／プログラム＞
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 「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会」２０１９の開会に先立ち、この交流集会が 

 目指す姿を寸劇にしました。 

  演じてくださったのは、日向市社会福祉協議会の職員を中心とした「謎の演劇集団」・・・。 

  実際に日向市社会福祉協議会が携わった事例をモチーフに、わかりやすく、楽しく、アド 

 リブも加えながらの舞台となりました。 

  参加者の心を一気にわしづかみした魅惑？の舞台を、ここに再現いたします。 

 

 

  【登場人物】  

食の地域商社 TABERU 林さん 

    レストラン tetote  川崎さん 

    日向市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 渦巻さん 

 

 
 ナレーション  みなさん、おはようございます。 
         今日は「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会」 
 
         上司に言われて会場に来てみたものの、一体どうなることやら、と不安に思っている方、 
         誰かと協働したいとがんばっているけど、今日、そんなお相手は見つかるかしら？と、ちょ 
         っとドキドキしている方、それぞれの思いで御参加いただいていることと思います。 
 
         そこで、開会に先立ち、まずは、ざっくりと、今日のこの交流集会の目的 
         『世代や所属に縛られず、制度にも捉われず、地域の課題解決のために活動しているもの 
         同士が、気軽につながる』って一体どんなこと？ というのをちょっとした小芝居にしま 
         したので、まずはこちらをご覧ください。 
 
 
 TABERU 林   （席に着きながら）今日は「みやざき交流集会」げなが・・。どんげなことするっ 

ちゃろうかね。 
 
 tetote 川崎  （エプロンを着て、鍋とお玉をもっている）こんにちは～。 
 
 TABERU 林   あっ、こんにちは、初めまして。林といいます。よろしくお願いします。 
 
 tetote 川崎  （席に着きながら）川崎と言います。よろしくお願いします。 
 
 TABERU 林   お食事の店・・・を経営されてるんですね。 
 
 tetote 川崎  えっ？なんでわかったんですか？ 
 
 TABERU 林   （見ればわかるがな・・・）私はですね、地元のこだわり食材を扱う仕事をしています。 
         最近、私が悩んでいるのは、見た目が悪いっていうだけで売ることのできない野菜を、ど 
         うにか活用できないかな～ってことなんですよね。 
 
 tetote 川崎  僕はですね、自分の店をオープンしてから、たくさんの人にお世話になって、自分でも地 
         域に貢献できることをしたいな～って思ってるんだけど、何をしたらいいか分からなくて。 
         何かきっかけになればな～っと思って参加しました。 
 
 TABERU 林   川崎さんは、何か地域に貢献できるようなことがしたいと思ってるんですね！ 
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 渦巻      こんにちは～。遅れてすみません！わたくし、社協で生活支援コーディネーターをしてお 
         ります、渦巻と申します。 
 
 林・川崎    こんにちは～。よろしくお願いします。 
 
 tetote 川崎  林さん、さっきの話ですけど、形が悪くて売ることのできない野菜は、細かく刻んでスー 
         プにしたらいいですよ。僕の店でも使わせてもらえませんか？ 
 
 TABERU 林   わ～、そうしてくれたら嬉しいですわ～。最近、東京へんじゃ、おしゃれなスープ専門店 
         やらあるみたいじゃし。 
         （スマホで検索しながら）え～～、こんげなお店があるっちゃね～。 
         『注文を間違える料理店』げな！！ 
 
 川崎・渦巻   （スマホを覗き込んで）え～～！認知症の方がスタッフの料理店？？ 
 
 渦巻      あの～～、ちょっとよろしいですか？ わたくし、普段から認知症家族の会の支援なども 

させていただいておりまして、当事者の方、そして御家族の思いにふれる中で、ふと、考え 
         てしまうことがあるんですよ・・・。 

認知症になったら何もできないと思い込んでいる人も多いけど、本当にそうなんでしょう 
か・・・？認知症であっても、地域で活躍できる場、その人が輝ける場所を作ることはでき 
ないものかと・・・。 

 
 TABERU 林   そしたら、この『注文をまちがえる料理店』を私たちでやってみたらどんげですか？ 
 
 tetote 川崎  いいですね、それなら、自分の店が協力しますよ！ 
 
 渦巻      そしたら、わたくしが、家族の会とか、認知症疾患医療センターの方におつなぎします！ 
         みなさんで集まって協議しましょう！ 
         さっそく、じゃあ、連絡先を交換して、打合せの日程を決めましょう！ 
 
          （３人で、手帳を出し、名刺を交換したりして盛り上がる） 
 
 
 ナレーション  いや～、このテーブルは随分と盛り上がりましたね～。 
      
         さて、今回の交流集会をイメージして小芝居をしましたが、実はこれはフィクションでは 
         なく、実際に、ちょうど１か月前、日向市で『注文を間違えるスープ店』として開催され 
         た実例なんです。 
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 ナレーション  食材を扱うお仕事の林さん、地元でレストランを経営する川崎さん、何か地域のためにと 
         思っても、なかなか普段は「認知症疾患医療センター」とは接点が無い職種と言えます。 
         でも、こんなふうに、所属とか制度とかに捉われずに、自由な発想で、自分たちにできる 
         ことを出し合って取組んでみる。 
         そんなことが実現できると、本当に楽しいと思います。 
 
         みなさん、すでにいろいろと、地域のために素晴らしい活動をされている方ばかりですが、 
         また、今日は新しい出会い、新しいつながりができたら、この『注文を間違えるスープ店』 
         のように、新しい形が見えてくるのではないでしょうか？ 
         そんな交流会となることを願っています。 
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  本日は、県内各地から大勢の皆様に御参加いただき、「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流 

 集会 ２０１９」を開催できますことに厚く御礼を申し上げます。 

 

  また、本日の基調講演を快くお引き受けくださいました、大阪府の特定非営利活動法人「暮ら 

 しづくりネットワーク北芝」 事務局長の池谷 啓介（いけがや けいすけ）様をはじめ、コー 

 ディネーターをお引き受けくださいました、九州大学大学院 高野 和良（たかの かずよし） 

 教授、またリレートークにてそれぞれの実践事例発表を行っていただく４名の方々、さらには交 

 流集会の開催準備に御尽力いただいたすべての関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

  さて、我々が暮らす現代社会では、少子高齢化や人口減少に加え、社会的孤立や生活困窮、子 

 どもや高齢者等に対する虐待問題など地域生活課題が多様化しており、特に制度の狭間にある課 

 題が複雑にからまって深刻化しています。 

  これらの多様化、複雑化、深刻化している地域生活課題には、個別ではなく、多様な活動をさ 

 れている方々が、自分たちのできることをそれぞれ出し合い、地域全体で支えていく仕組み作り 

 が大変重要になってきます。 

  まさしく、今年、日本中を熱くしたラグビーワールドカップから生まれ、今や流行語大賞にも 

 ノミネートされた「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」という言葉につながるのかもしれません。 

 

  そのためには、日頃から様々な支援活動を展開している皆さんが顔を合わせ、交流できる「場」 

 が必要ですが、これまで県内においては、そういった情報交換やネットワークを広げていく「場」 

 がありませんでした。 

 

  そこで、宮崎県社会福祉協議会では、「地域の困りごとを１つでも解決したい」という純粋な思 

 いをキーワードに、世代や所属などに縛られることなく、また制度などにも捉われることなく、 

 様々な活動を展開されている方々が気軽につながることのできる「緩やかなネットワーク」を作る 

 ことを目的に、県内で初めての交流集会を開催することといたしました。 

 

  本日は様々な立場で、それぞれの活動を展開されている皆さんの初めての顔合わせの場となりま 

 す。県内外の先駆的な協働の事例も参考にしていただきながら、日頃から描いていらっしゃる夢や 

 理想、抱えていらっしゃる課題や悩みを思う存分話し合い、多くの仲間とつながっていただく機会 

 となることを願っております。 

 

  本日ここにお集まりの皆様方にとって、この交流集会が一層の活動充実の契機となりますこと、 

 そして、皆様の御健勝・御多幸を祈念申し上げあいさつといたします。 

 

 

 

 

 

                           宮崎県社会福祉協議会 

                            会 長  川 崎 新 一 
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  今回、基調講演をお願いしたのは、「特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝」 

 の池谷 啓介（いけがや けいすけ）事務局長です。 

  大阪府箕面市萱野の北芝地域で展開される、地域に暮らす人々自らが考える地域課題解決の 

ための数々の取組みは、参加者も圧倒される程でした。 

  みんなで大切にしている、「ささえあいの５つのあいことば」。 

  １つ１つの取組みの中に、この「あいことば」はしっかりと息づいていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            特定非営利活動法人 

                                暮らしづくりネットワーク北芝 
                                 事務局長  池谷 啓介 氏 

 

 
 ＃Introduction 

  今日は、僕らが普段からやっている取組みを、少しでもキャッチしていただいて、ヒントにしていただい 

 て、さっきの寸劇の様に（ちょっとインパクトが強すぎるんですが（笑））、皆さんも自分の地域でいろんな 
 取組みを展開していただけたらと思っています。 
  「誰もが安心して暮らせるまちに そして、暮らし続けたいと誇れるまちに」。今日のお話では、何度か 
 「ささえあいの５つのあいことば」というのが出てくると思います。これが自分たちが大事にしていること 
 であり、皆さんにお伝えしたい核になると思います。 
 
  僕たちは、箕面・北芝地域で、２００世帯５００人くらいの１つの自治会を基本として活動しています。 
 そのまちから１つの小学校区内をターゲットとして、そして中学校区内、最終的には箕面市全域に、何らか 
 の形で関係を作っていくことを考えながらやっています。なので、大阪といっても、皆さんの住んでいる地 
 域とそんなに変わらない規模での活動になります。 
  北芝という地域は、小さな農村の集落から市街地となりショッピングモール等もできてきて、特に箕面は 
 １９７０年の大阪万博会場から近いこともあって、住宅地として開発がすすみました。特に大きな産業は無 
 いんですが、ベッドタウンとして広がって、現在人口が１３万人位になっています。 
  僕たちのＮＰＯ法人は、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」をテーマに、人と人、人と地域をつなぎ、 
 そのネットワークを機能させることを考えて活動してきました。地域の課題解決のために行動をおこそうと 
 している人やグループの支援、難しい言葉を使えば「中間支援」ということになります。 
  僕たちが活動する際のキーワードに「であい・つながり・げんき」があります。ずっと使ってきたキーワ 
 ―ドです。あらゆる層の人たちが集うことのできる居場所やイベントを仕掛けて、つながりをつくり、生活 
 に課題を抱えている人のニーズをしっかり発掘して、アクションをおこしていこうと考えている団体です。 
 地域のコミュニティセンターの指定管理を受けたり、独自にコミュニティカフェやコミュニティレストラン 
 等も展開し、いろんなイベントを仕掛けています。 
  特に、ここ５～６年は、若者、就労困難な若者等と地域とをつなげる活動に力を入れています。 
 

基調講演
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 ＃北芝が地域活動を展開した背景 

  北芝地域は部落差別問題をベースに抱えていて、あらゆる人が差別なく幸せに安心して暮らすにはどうし 

 たらいいかというのをずっと模索してきたまちです。 
  １９６０年代から差別問題に対する部落解放運動という市民活動が活発化し、劣悪な環境であったインフ 
 ラが整備され、福祉・教育・労働といった分野で少しずつ改善がなされていく中、１９８９年に大きな取組 
 みの転換期が訪れます。箕面市全域で学校や行政をあげて教育実態調査が行われました。調査では、子ども 
 たちの学力が２０年前と比べて全然向上していないことがわかりました。２０年間、地域を良くしようと活 
 動してきたのに、子どもたちの学力が全然向上していないこと、そして自尊感情が変わっていないこと（努 
 力しても報われないとおもってしまう）に、活動してきた人たちは愕然としました。 
  これでは、本当の意味で地域は良くならないと考え、同和対策事業としてまちを整備する事業を展開する 
 行政や市民活動に依存するのではなく、自分たちの手で自分たちが住みやすいまちづくりをすすめていこう 
 と地域をあげて展開していくことになったんです。 
 
  ３つほど、当時の活動を紹介したいと思います。 
  １９９２年にスタートした地域のおばちゃんたちによる、高齢者を対象とした配食サービス「おふくろの味」 
 は、地域に住む５０代の女性が、地域で単身高齢の方がコンビニでお弁当を買って一人で食事をしている現 
 状を知り、自分も将来そうなるのか・・・とゾッとしてしまい、それなら、自分が今おいしい弁当を作って 
 配るシステムを作っちゃえば、将来誰かがそれを届けてくれるんじゃないか、と思い立ち始めたものです。 
 ３６５日、夕食を配食することを決め、箕面全域にボランティアを募りサービスを開始しました。一番多い 
 時で、箕面市全域８０世帯位にお弁当を届けていたそうです。今は配食をやめてお総菜屋さんになっていま 
 すが、一人の地域のおばちゃんの声を形にしたものです。 
  次の、いきがい福祉就労「まかさん会」は、高齢祝金をやめて、その代り、高齢者が仕事ができるような 
 システムを作ったものです。公園や道路の清掃等、シルバー人材センターと似ていますが、グループを作り、 
 民間企業よりも人を多く入れて丁寧に行い、市の事業として仕事を受託しています。 
 
                      もう一つ北芝解放太鼓保存会「鼓吹」は、１９９５年にスター 

トした活動で、先ほど説明した子どもの自尊感情が育っていない 
ことがわかったことから始めた活動です。 

                      地域の子どもたちは今もがんばっていて、海外やいろんな大 
                     会等に出場し、そのことを通して、「がんばれば結果が出る」 
                     「みんなが応援してくれている」ということを感じ、脈々と活動 
                     は続けられています。 
                      また、太鼓の練習後には、高校生が小・中学生の話を聞いた 
                     りしています。単に、太鼓が上手くなればいいのではなくて、 
                     そこに地域の縦のつながりが生まれているのです。 
 
 
 ＃「つぶやき拾い」と拠点づくり 

  皆さんも地域で座談会みたいなものを開き、地域課題について考えるワークショップ等もよくやられてい 

 ると思いますが、僕たちが大事にしていることは「つぶやき拾い」なんです。ワークショップでは、一番み 
 んなが興味を持っている課題は何か、ということに集中しがちですが、一人がつぶやいたことでも、地域の 
 課題として捉えることを意識しています。 
  あるワークショップで拾ったつぶやきにこんなものがありました。 
  「最近、病院に行くにも、買い物に行くにも足腰が弱って大変。年金も少ないからタクシー乗るのも大変 
 やし、市の送迎サービスも２週間前に予約せんとあかんから大変やねん。だれか送ってくれへんかな。」 
  地域を見回すと、同じような課題を抱えている人がいて、それなら地域で送迎サービスをすればいいとい 
 うことになりました。みんなが会員になって、お金もとらなければ「違法行為」にもならず「知り合い同士 
 の送迎」ということになることも、ちゃんと行政に確認しました。今でも年間５００～６００件位行っていま 
す。一人の高齢者のつぶやきを形にしたものです。 

  他にも、市営住宅前の広場が、誰も使っていないし、花も植えられていないし、全然活気がない、という 
 つぶやきから、そこを花いっぱいにしようとワークショップがスタートしました。今では、「花か食われへん」 
 と、全部野菜になってしまったんですけど（笑）、コミュニティ農園になっていて、グループ毎に野菜を育て 
 ています。色んな世代の７グループが農園として使っています。 
 
  こんな風に、ちょっとした「つぶやき」を丁寧に拾うことを大切にしていますが、もう一つ拠点をしっかり 
 作っていこうということを意識しています。 
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  もともと砂利だった場所を借金して買って、芝生を植えてコンテナ置いて、子どもたちと内装して、コミ 
 ュニティスペース「芝楽」という場所を作りました。ポイントは、住民が中心となって作ったことと、それ 
 ぞれが得意なことを出し合って作ったということです。広場の脇には事務所とコミュニティカフェを併設し 
 ています。このコミュニティカフェはチャレンジショップという位置付けで行っています。 
  ３年位を目途に若者がステップアップできることを目的にや 
 っていて、実際にここで１年半がんばった男の子が、今では駅 
 近くでショットバーを経営しています、他にもお母さんグルー 
 プが週１回喫茶店をやって、今では本格的に喫茶店経営をして 
 います。そんな風に関わった人たちがステップアップできるよ 
 うに、コミュニティカフェを利用してもらっています。 
 
  他にも「キッズカフェ」。お店のスタッフもお客も子どもとい 
 うものです。きっかけは、僕たちがやっている駄菓子屋でした。 
 家でもなく学校でもなく第三の居場所「子どものつぶやき広場」 
 です。一人の子が「昨日の夕飯、一人でカップラーメン食べてん。」 
 とつぶやくと、別の子が「昨日、夕飯食べてないねん。」と言った 
 んです。食べることを楽しいと思えてないな・・と思ったので、 
 「自分たちで作って出したものを食べてもらえるようなお店やるか？」と聞いたら「やる、やる」と乗って 
 きました。 
  ８人の子どもたちがコミュニティレストランでの研修を受けて、仕入れから調理から片付けから精算から 
 全部自分たちの手でやりました。４０枚の「ハンバーグ定食」のチケットを事前に売ってカフェを展開しま 
 した。非常に評判も良くて、子どもたちも働く大変さがわかったと言ってました。仕入れと売り上げを差し 
 引いて一人３００円位の利益です。普段、駄菓子屋では３００円位すぐ使ってしまうけど、それを稼ぐ大変 
 さを知って、お金の大切さを知ることもできました。最近では小学校の総合学習の時間の取組みにもなった 
 りしています。僕たちは、いろんな事業をやろうしたとき、そのハードルを下げて、気軽に挑戦・参加でき 
 ることを大切にしています。そうやって人が集まる機会を作って、つぶやきを拾っていくわけです。 
 
  北芝地域では、だいたい一定の人の顔はわかります。でもなかなか顔を見ない高齢者の人もいます。スタ 
 ッフの一人が「なかなか地域に参加しない高齢者の人は、どうやったらイベントに参加してくれるんかな。」 
 とつぶやきました。若いスタッフ同士で「安くておいしいものがあったらいいんちゃうか？」、「なら、朝市 
 ＝フレッシュマーケットはどう？」、「おいしくて安い野菜があったらいい」となって、月に一度朝市をやる 
 ことになりました。 
                      何がいいか？って、なかなか地域のデイサービスとか老人セ 

ンターに来てくれない人でも、安くておいしい野菜があったら 
来るんですね。そうすると普段顔を合わさない層の人たちとの 

                     出会いがあるわけです。子どもとか若者とかも。また、仕事を 
                     離れて、みんなが一個人としてやって来るので、立場を超えた 
                     新しい空間ができるわけです。また、他の地域からも来てくれ 
                     る人たちがいるので、もともと部落差別問題を抱えている地域 
                     なんですけど、北芝の良さを多くの人にわかってもらえる場所 
                     にもなっています。 
                      他にも委託を受けている地域コミュニティセンターでは、「学 

習支援」に力を入れています。勉強会だけでなく、場所だけで 
                     も提供したり、高認プロジェクトとして、高校中退者の子ども 
                     たちに再チャレンジする機会を得る場づくりもしています。 
 
 ＃「地域通貨 まーぶ」 

  いろんなことをつなげていくために僕らが力を入れているのが、「地域通貨 まーぶ」です。 

  「まーぶ」とは、「学びながら遊ぶ、遊びながら学ぶ」という意味の造語です。子どもたちを中心として地 
 域で使える通貨です。稼ぎ方は、「自分の未来のためになること」、「誰かのためになること」をするとＧＥＴ 
 できるシステムです。地域活動やボランティアを通じて働いたり、自分の未来のためや地域のために学んだり、 
 地域の行事に参加したり、地域のお店で買い物をして遊んだり、ということを上手に組み合わせながら、地 
 域で回っていくようにしています。地域で使える通貨を作ることが目的なのではなく、人と人、人と地域を 
 つなぐための１つのツールなので、それを意識した企画を展開しています。期限無しの紙幣型通貨になって 
 いるんですが、箕面市内の約１４０店舗で使えます、ローソンでもユニクロでも、スターバックスでも百均 
 でも使えます。お酒とたばこ以外はほとんど使えます。デパートの商品券と同じシステムになっていて、今 
 までで２千数百万まーぶを発行、６００万まーぶ位が流通し、地域経済としても非常に重要になっています。 
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  この地域通貨しか使えないイベントも多くあって、 
 子どもたちはボランティアとか積極的にやらないと 
 地域通貨が稼げないので、どんどん地域参加をする 
 と子どもと地域がつながる、地域の人たちがつなが 
 るということになります。 
 
  どんなことで地域通貨を回しているか、具体的な 
 お話をします。「まーぶ！ゆめコンテスト」という企 
 画です。子どもたちが自分の夢を実現するためにプ 
 レゼンを行い、地域の人たちが応援していくという 
 もので、プレゼンに参加するのにも「まーぶ」が必 
 要になります。 
  ある小学校４年生の男の子が、テレビで放送されている「『逃走中』をやってみたい」という夢をプレゼン 
 しました。どこでやるか？ということになり「大型ショッピングモール」でということでしたが、簡単に借り 
 れるもんでもありませんよね。ただ、もともと地域と企業とのつながりを丁寧に行っていたことや、このショ 
 ッピングモールでも地域通貨が使えることなどから、「朝７時から９時までの開店前だったら」とＯＫが出た 
 んです。開店前のショッピングモールで子どもたち５０人が鬼ごっこです（笑）。大学生や若者に「ハンター」 
 になってもらい、子どもたちがモールの外に出てしまったら危ないので、周りに、保護者の方を含め１００ 
 人くらいのボランティアを集めました。子ども５０人、ハンター５０人、ボランティア１００人で朝７時か 
 ら開店前のショッピングモールで「逃走中」やりましたよ。子どもたち大喜びです。この時も、子どもたち 
 中心で実行委員会を組織させ、大人にも参加してもらってボランティアも集めました。相乗効果として企業 
 とかボランティアに参加した大人とかも、どんどん地域に参加するきっかけとなるわけです。 
  こんな大きなことだけではなくて、小さなことも丁寧にやっています。「ぴあぴあ食堂」という地域食堂 
 では、お手伝いをすれば地域通貨を稼ぐことができ、稼いだ地域通貨でお昼ごはんを食べることができます。 
 地域食堂は長期期間中（夏休みや春休み）にやってるんですが、コミュニティセンターにやってくる子ども 
 たちがお昼を持ってこず（準備できず）に、近くのコンビニでカップラーメン等を買って食べていることか 
 ら、ここでみんなでご飯が食べれたらいいな、ということで始めました。 
  ポイントは、地域住民がシェフとして関わっていることです。ボランティアで夏休み期間中毎日手伝うっ 
 てしんどいですよね。でも１～２回なら手伝える保護者の方は結構いるんです。 
  夏休み前、各学校に配られる「ぴあぴあ食堂」の献立表には、「中島さんのカレーライス」とか「斉藤さん 
 のハンバーグ」とか出てくるわけです。子どもたちのお母さんもいますし、地域で昔、食堂をやってたとい 
 う人もいます。時には学校の先生のメニューも登場します。シェフは有償ボランティアです。開始以来、６ 
 年間にわたって、黒字にもならないけど赤字にもなっていません。食材も地域の農家の方が協力してくださ 
 っています。 
 
  地域通貨を稼ぐ方法もあります。「まーぶハローワーク」です。先ほどの大型ショッピングモールで月１回 
 モール内でできるお手伝いを求人票として出して、地域通貨が稼げるようにしています。企業は、広告宣伝費 
 として５万円の地域通貨を買って、それで求人票を出します。だいたい２００以上の仕事が出ます。 

子どもたちが１００人くらい、地域通貨を稼ごうとやってきますが、保護者も付いてくるわけですね。企業 
としては５万円の広告宣伝費で、テレビＣＭを打つわけでもなく、チラシを数千枚作成するわけでもなく、子 
ども１００人とプラス保護者の人も来てくれて、「まーぶハローワーク」の日は売り上げがあがるそうです。 
地域と企業のいいコラボレーションですね、負担の無い win―winの関係になっています。 

 

 ＃「ささえあいの５つのあいことば」 

  さっきの寸劇に通ずるようなお話をしたいと思います。「自分たちに必要なサービスを住民ボランティアグ 

 ループ自らが企画・実践」というお話です。 
  昔ヘルパー資格をとった人たちが、なかなか活かすところがないということから、地域のボランティアを 
始めたことがきっかけでした。 

  ある人が、デイサービスに通う地域の高齢女性が、最近痩せてきて行動もおかしいということに気付きま 
 した。近所の方からも、最近ゴミを玄関そばに捨てている、という情報も入りました。調べていくと、どう 
 も、土日にちゃんとご飯を食べてないんじゃないか？介護認定もちゃんと受けてないということがわかって 
 きました。じゃあ、ご飯をつくってあげたら、ということになったんですが、「あのおばあちゃん、昔から 
 「茶がゆ」が好きやったで～。」という情報が入ってきました。それで、土曜のお昼に「茶がゆの会」をや 
 ろうということになったんですね。でも、ただ、「あなたのために「茶がゆ」作るでー。」では、なかなか来 
 れない。それで、「み～んなで「茶がゆ」食べるから、よかったら来たら・・。」と誘ったら来たんです。 
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  そこから配食サービスにもつながり、介護認定にもつながりました。また、みんなで朝ごはんを食べる「モ 
 －ニング」の取組みや、年末年始に、地域の単身高齢者に一人用おせちを配る「おせちプロジェクト」にも 
 広がっていきました。 
 
  ここで、最初に言った「ささえあいの５つのあいことば」に触れたいと思います。 
  「たのしむ」 ・ 「つながる」 ・ 「はたらく」 ・ 「たべる」 ・ 「ほっとする」 

この５つをあいことばに、いろんなことをやっています。これは、地域の人たちとふれあう中で、みんなが 
 こんなこと口にしているな・・・と思ってまとめたものです。 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  これらのあいことばを基に、北芝では、やっぱり「一緒に食べる」こと、そのあとに「しゃべる」こと、 
 これが元気の源だと思っています。高齢者のデイサービス事業に「しゃべる」というプログラムがあるくら 
 いです。 
  また、さっきもお話したように「拠点づくり」が非常に重要です。１か所居場所があればいいわけではな 
 く、いろんなところに拠点は必要です。地域の中には、なかなか顔を出さない人がたくさんいます。そんな 
 人たちを、ちょっと出させるにはどうすればいいかを考えて、自分たちで居場所を作り、時間をかけて丁寧 
 にやっていくことが大切だと思います。北芝の「芝楽」も毎年大きくなっているんですが、地域の大工のお 
 っちゃんが手を掛けたり修繕してくれたりしています。男性の高齢者の方の居場所ってなかなか難しいんで 
 すけど、大工仕事とかで参加できる場にもなっていると思います。 
 
 ＃若者の支援からつながる縁 

  他にも、特に若い人たちがチャレンジできるまちを作るというのを大切にしています。そうするといろん 

 な人が集まってくるんです。高齢の方も男性の方も。自分のできることを手伝ってあげるということになっ 
 てくるんですよね。地域でレストランをして、食を供給することが地域への支援だと考えている若者と、食 
 べに行ってあげることが、この若者の支援になると考えている地域のおっちゃん、おばちゃん。お互いが支 
 援し合っている、これが大事なんですね。お互いに、どこかで支えているし、支えられている。その関係性 
 が大事だと思っています。 
  若者の支援で「社会的居場所」というのがあります。これは、まず対象者を決めません。プログラムもあ 
 りません。何をやってもいいし、何もしなくてもいいんです。ただの居場所です。地域で暮らす引きこもり 
 の若者が、ある時ふらっと来たんですが、最初は３秒で出て行きました。次来た時は２０秒くらい。「こんに 
 ちは」くらいは言ったかな？その繰り返しで、２か月位たって初めて椅子に座って僕と話しました。この前は 
 自宅ではなかなか寝れないから、居眠りしにやって来ました。今ではコミュニティセンターの駐輪場の整理 
 をする有償ボランティアをやっています。何もないただの居場所という存在も大切なんです。 
  今は、いろんな取組みをプログラムとして成立させようとしますけど、そんなものがはまる人の方が少ない 
 んですよね。それぞれ一人一人にあわせてプログラムを作る。１００人いれば１００通りのプログラムがある 
 と思っているので、そんな難しく考えない方がいいと思っています。誰かの「つぶやき」を形にしていくこ 
 となんだと思うんです。 
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  現在は、見えにくい生きづらさを抱えている若者が非常に多くて、そういった子たちが中心となって活躍で 
 きる場所を作ることをいろいろ展開しています。社会参加が苦手な若者たちと地域の資源をあわせて、地域で 
 新しい仕事を生み出すこともどんどんやっています。 
  「NEET 引越センター」というのがあって、「ニート」ですよ、パクリです（笑）。普通の引っ越しやさんの 
 コンセプトは「安い、丁寧、早い」ですよね。「NEET 引越センター」のコンセプトは「安い、丁寧、遅い」
で 
 す（笑）。時間はかかるけど、１０人位の若者が、それぞれの特性を活かして丁寧に仕事をします。そのこと 
 を認めてくれる人がお客さんになってくれています。最近は遺品整理等も増えてきました。 
 
  ある不登校の男の子が、コミュニティセンターに来ながら「俺、何かしたいんや」と口癖のように言ってい 
 ました。スタッフから、今、地域で高齢者が困っていることがいろいろあるから、「なにかしたいんジャー」 
 という生活支援部隊を作って、一緒にやろうと声をかけました。月に１回、日曜日に、家の電球交換、網戸の 
 張り替え等、３０分５００円で「なんでもやります！」と、チラシを作って、団地等に営業しました。 
  ある日、網戸の張り替えを引き受けてきたのはいいけど、張り替え方を知らんかったんです（笑）。そこに 
 登場したのが、地域のおっちゃんたちですね。退職して日曜大工しているおっちゃんは、手伝って！と頼むと 
 「俺は行かん！」というくせに、当日は誰よりも早く来てるんです（笑）。別のおっちゃんは、日曜大工はで 
 きないけど、地域の人は知っているから営業に回ってやると手伝ってくれるんです。今では「一般社団法人」 
 になりました。「一般社団法人 ＹＤＰ」といいます。 
  この取組みを振り返ると、不登校だった若者の「何かしたい」というつぶやきから、地域のおっちゃんたち 
 がちょこちょこ手伝ってくれて、作業後に一緒にご飯を食べるようになって、そのご飯を地域のおばちゃんた 
 ちが作ってくれるようになった。「何かやりたい」ということが、飽きずに続けられる仕事になって、そのた 
 めの居場所もできて、みんなから「ありがとう」と言われて、地域との関係性もできた。そして、５００円と 
 いう対価をもらうからと、東京で同じような活動をしているところに研修にまで行って、自らスキルアップ 
 していったんです。若者が、支援を受ける側から地域の担い手になったんです。 
 
 ＃Summary 

    僕らがやっていること、今日お話ししたことの中に介護事業は一つもありません。きちんとお金をいただい 

 て、自分たちで経営して回しています。「支援する・される」の関係ではなく、「まちを経営していく」という 
 考え方で、０歳から死ぬまでをどのようにしたら豊かに暮らしていけるかを考えながらやっている中で、５つ 
 のあいことば＝キーワードを大切にしているということです。 
  お話している全ての事業が、「たのしむ」・「つながる」・「はたらく」・「たべる」・「ほっとする」、この５つの 
 あいことばのどれかに当てはまるはずです。 
  居場所もたくさんあります。色んな場所が地域の中に多様にあるということが、地域のセーフティーネット 
 にはすごく大事です。大げさでなくていいんです。ちょっとした居場所をたくさん作ることが非常に大事で、 
 それぞれが居場所として情報発信できることが大事だと思います。 
  あらゆる層がごちゃまぜになって地域を形成しているわけですから、縦割りでなく階層分けすることなく、 
 ごちゃまぜで。そして僕たちが何かをするのではなく、人と人、人と地域をつなげる「仕掛け」を作っていく 
 こと、どう仕掛けて、どのように上手に人を巻き込んでいくのかを考えていただくことだと思います。 
  今日見ていただいた写真の中に、中心的に主体的にやっている人は少ないと思います。カリスマリーダー 
 もいません。いろんなグループがあります。最初から想定していなくて「たまたま」つながっていきました。 
  そんな風に枠にはめずに事がすすむことで、それぞれの地域にいくつかのポイントが見えてくると思いま 
 すので、それを「あいことば」にして、上手に地域で展開してもらえたらと思います。 
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  県内での取組みとして最初に発表いただいたのは、生目台地域自治区地域協議会 矢方 幸 

 （やかた みゆき）会長です。住む人みんなにやさしい地域づくりをテーマに、地域全体で考 

 えながら、役割を分担しつつ共同運営しているのが特徴です。 

  全体で協議する「地域協議会」、事業化し具体化するために予算を確保する「まちづくり推進 

 委員会」、そしてボランティアとしてだけでなく、有償サービスにも対応できるよう立上げられ 

 た「ＮＰＯ法人」。既存の団体も巻き込んで、部会制で事業を展開しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＃既存の活動もいかしながら 

  約１０年前に導入された地域自治区制度により、それぞれの地域に応じた課題解決のため、生目台地区が 

 まず実施したのは、皆が「住む人みんなにやさしい生目台」というテーマのもと、どんなまちにしたいのか 
を協議し、共通認識を持つことでした。その共通認識のもと、分業化して３つの組織を作り、それまで別々 

 に活動していた「自治公民館連協」や「地区社協」、「青少年育成協」なども部会の中に取込み、それぞれが得 
意とする分野で、活動を更に充実化させる方法をとりました。もともと住宅専用団地として開拓されたところ 
に、同時期に入ってきた世帯が多く、抱える課題も共通していたことが背景にあったのかもしれません。 

 
 ＃カフェの運営と「寺子屋」事業 

  様々な事業展開の中でも、今回御紹介いただいのは２つ。いきいきサロン事業としてスタートさせた「カ 

 フェ」の運営と中学生を対象とした「寺子屋」事業です。 
  地域の空き店舗を借りて、誰もが立ち寄れる居場所としてスタートした「ふれあいルーム」は、厨房をＧ 
 ＥＴしたことにより食事提供が可能に。金曜と土曜にワンコインで食べることのできるランチを提供し、地 
域の人たちの大切な憩いの場所になりました。 
その後、第２・４土曜日には、子どもたちが５０円でカレーを食べることのできる「子どもカフェ」も実施。 

「まちづくり推進協議会」・「地区社協」・「ＮＰＯ法人」で共同運営しています。 
  中学３年生の高校入学を支援する「寺子屋」事業は、中学校とも連携しながら、子どもたちを毎年２０名 
 受け入れています。８月の開校式から２月の閉講式までの７か月間、毎週火・水・金の３回、全部で８０回程 
度実施されます。 

  地域の教職員退職者が作成したプリントに取組み、その後は、宮崎大学の学生等に学習指導を手伝ってもら 
 らいながら自分自身の宿題に取組みます。 
  「寺子屋」の後には、生徒だけでなく手伝ってくれている大学 
 生等のためにもと、地域の方から食事の差し入れが。また、新た 
に地域にある「訪問看護ステーション」から、障がい者の事業所 
で作ったパンの差し入れも行われるようになりました。この「寺 
子屋」事業も、「青少年育成協議会」と「まちづくり推進協議会」 
の共催で実施されています。 

  どちらの事業も、地域の多くの人たちに支えられながら、１０ 
 年以上にわたって継続されている事業となっています。 

リレートーク①
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  次に発表いただいたのは、ＮＰＯ法人 日向市手をつなぐ育成会で目標工賃達成指導員をし 

 ている 林 七世（はやし ななよ）さんです。 

  ２人に１人が６５歳以上という過疎高齢化地域において直面している「買い物支援」の課題 

 を、障害者福祉サービス事業所が担うことによって生まれた「ＷＩＮ―ＷＩＮ」の関係。 

  携わっているそれぞれの「オモイ」と役割の理解。そしてそれをつないでいる社協の存在。 

  中山間地域での生活のあり方そのものに影響を与えている様子が伺えました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＃中山間地域が抱える課題 

  ＮＰＯ法人日向市手をつなぐ育成会が運営する障害者サービス事業所「スマイルホーム３６０」がある日向 

 市東郷町。高齢化率は４９．６７％と実に約２人に１人が６５歳以上の地域です。若者の町外流出や未婚者の 
 増加も加わって過疎高齢化が進み、単身高齢者世帯が孤立する恐れのある状況です。集落の小売店も閉店、個 
 人の免許証返納や公共交通機関の便の減少により高齢者の移動手段が確保できないことが重大な地域課題と 
 なっています。 

スマイルホーム３６０は、地域とともにある施設運営をモットーとしており、高齢者の孤立に役立つこと 
 ができないか、と日向市社協東郷支所に相談したのが、この事業の始まりでした。 
  買い物支援だけでなく、交流の機会や見守り支援の必要性もあると考え、生活支援の一環として継続的な 
 買い物支援ができないか、協議はかさねられました。 
  「資金がない」、「在庫管理もできない」、「やり方もわからない」、「地元の小売店や住民との関係性も壊し 
 たくない」。これらを解決するには、絶対的な地域の支援が必要と考え、スマイルホームと社協に加え、地元 
 のスーパー、行政、地域包括支援センターが加わって、買い物支援に関する協議体がうまれます。 
 
 ＃「WIN-WIN」の関係性 

  スーパーは、売れ筋商品をピックアップ。スーパーの指導の下、スマイルホームは商品の扱い等も教わり 

 ました。商品の売価の一部を収入として得ることで移動費用や利用者の工賃としました。残った商品はスー 
 パーへ返品することで在庫を抱えることもありません。移動販売にはスマイルホームの公用車を利用しまし 
 た。社協には地域とのパイプ役になってもらい、地元の小売店や他の移動販売業者との調整も図ってもらい 
 ながら、地域に溶け込みやすい環境づくりを担ってもらいました。 
                   スマイルホームは地域とともにある施設づくりを実現しながら障が 
                  い者の就労支援も実施。社協は地域の買い物支援と集いの場の創出を 
                  実現。スーパーは地域貢献と新規事業への挑戦が可能に。それぞれの 
                  「オモイ」と役割を尊重しながら「WIN-WIN」の関係が築かれていき 
                  ます。 
                   現在は６地区のサロンで月１回、２地区で移動販売を週１回実施。 
                  買い物支援以外にも地域支援・生活支援としてカフェ等も同時開催し、 
                  コミュニティ事業も充実。買い物支援事業から生まれた「縁」が、地 
                  域の生活のあり方にも変化をもたらしています。 
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  県内での取組み。３番目は、三股町社会福祉協議会 松﨑 亮（まつざき あきら）さん 

 です。 

  社会福祉法人・社協・ボランティア等が連携して行っている「みまたん宅食どうそ便」。本当 

 に支援を届けたい世帯へ「食材」を届けるために様々な工夫を行っています。しかし、皆さんの 

 真の思いは、食材を届けることだけにあるのではありません。「みまたん宅食どうぞ便」を入口 

 とした新しい出口支援、そして今後の展開とは・・・？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＃具体的に「響く」ツールを 

  「みまたん宅食どうぞ便」は生活が大変と感じている１８歳以下の子どもさんのいる家庭に、定期的に食 

 材を届ける取組みです。こう書くと、食材を届けるフードバンクや食糧支援と捉われがちですが、三股町社 
 協では、「アウトリーチ」と捉えています。 
  つまり、「どうぞ便」でつながった家庭が抱える「外から見えない“つらさ”を発見する」ための一つのツー 
 ルになっているのです。そのため、三股町社協では、本当に気軽に、いつでも、簡単に利用できるように、 
 ＷＥＢでの窓口を開設。申込みのための入力項目も簡素化。そして親しみやすい世界観を重視し、まさに入口 
 としてのハードルを下げる工夫をしたのです。結果、約８割がＷＥＢからの申込み。そしてその約７割が、 
 社協の事務所が開いていない時間帯の申込みだったのです。「どうぞ便」は「支援が届かない・届きにくい子 
ども・家庭」に具体的に響くツールとしての役割を十分に果たしています。 

 
 ＃つながった新たな地域支援 

  「どうぞ便」の事務局は社協ですが、食材を提供してくださる農業生産法人や食品メーカー、食材のお味噌 

 を手作りしている子育て支援グループ、食材をもとにメニューとレシピを考えてくださる管理栄養士（社会福 
祉法人）、そして実際に家庭に届けてくれるボランティアさん、多くの方々が協働で行っている事業です。 

  その中で解決できたもの。「フードロスとのマッチングを創出」、「味噌作りを通じた子育て支援事業を創出」、 
 「宅配ボランティアさんの伴走的支援による関係づくりを創出」、そして「新たなニーズを把握し個別支援で 
きるケースを創出」。 

  「どうぞ便」が関わったことでわかったちょっとした相談ごと。そこから個別支援へとつなげていくことも 
 できました。 
  今後、国富町や都農町でも同じように「どうぞ便」を展開予定。 
  それぞれの食材をシェアしたり・・なんてこともできるかもし  
 れません。 
  「みまたん宅食どうぞ便」は、「外から見えない“つらさ”を発 
 見するための１つのツール」。そこから見えてくる１つ１つの個 
 別の課題に向き合い、取組んでいくことこそが、皆さんの真の思 
 いです。 
  “あきらめなくていい人生を送れるよう、扉を開け、 
         一歩踏み出すためのお手伝いをしています。” 

リレートーク③
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   最後の発表者は、「プチ・コパン」 代表 松田 葵美香（まつだ きみか）さんです。 

   ひとり親家庭として３人の子どもを育てる中で、「子育て支援って何だろう？」、「本当に必 

  要な支援って何だろう？」という思いと常に向き合い、１つ１つ実現していった松田さん。 

   子育て現役世代だからこそわかる悩みに寄り添いながら、前進を続けています。 

   市街地が抱える地域コミュニティの不足や世代間交流の不足という課題を、駅近に設けた 

  活動拠点やＳＮＳをうまく利用することで解決しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＃「肩書のないママたちの本音」 

  プチ・コパンが活動する宮崎市中央東地区は、転勤族が多く、なかなか地域コミュニティが築けない状況 

 にあります。若い子育て世代のお母さんが孤立しやすく、ひきこもってしまう。そんなお母さんたちの支援 
 ができないかと立ち上がった団体です。助成金ももらいながら活動する中で、いろんな疑問も生まれます。 
「子育て支援と言っても、ありきたりの小学生と遊ぶだけ。」、「託児所付きの講座を希望しているのに、託児 
料が高いためかそういう講座は少ない。」、「本当に子育て中のママが必要な支援が少ない！」。実際に聞こえた 
子育て中のママたちの本音です。プチ・コパンはそんなママたちの声に耳を傾け、本当にニーズの高いものを、 
自己満足で終わらないように、自分たちだからこそできる支援をしていこう！と決意しました。地域には子育 
てを支援したいという「先輩ママ」もたくさんいます。そんな人たちが出会える交流の場所も作りたい！ 

  「生活困窮」や「貧困世帯の支援」という難しいことはできないけれど、地域でつながりを求めている、 
 そんな人たちをつなげることはできるはず。孤立化を防ぐ・・・それは全ての支援につながるはず。プチ・ 
 コパンの挑戦は続きます。 
 
 ＃正しい事だけでは救われない？ 

  プチ・コパンの活動拠点は、宮崎駅近くのスーパーの２階です。エレベーターもあるし、買い物のついで 

 にちょっと立ち寄ることのできる便利な場所。そこでは、単なる子育て支援ではなく、ローフードやマクロ 
 ビティという食の講座、子どもの躾、託児付きの産後ケア、ファイナンシャルプランナーによるお金の話、 
 シュタイナー教育のお話、また多世代間交流としての４０歳以上の骨盤体操、笑いヨガ、インスタ映えする 
 味噌玉作り・・・、こんな多様な講座が１回５００円で体験できるのです。その情報を Facebook やインスタ、 
                  ブログ、LINE 等を使ってどんどん拡散しているのです。 
                   多世代交流事業やサロン、デイサービスなどいろんなサービスがあ 
                  るけれど、縛りが多かったり、内容に興味がそそられなかったり。 
                  「正しい事では救われない。」という松田さんの言葉にドキッとしまし 
                  たが、「天照大神様だって、洞窟の外での楽しそうな様子に魅かれたじ 
                  ゃないですか？人は楽しい事に集まるんですよ。」というお話には深く 
                  同意！ 
                   昨年１１月には新たに、子どもからシニアまでの居場所となるような 
                  「カフェ」をスタート。楽しい事は、これからもどんどん増えていきそ 
                  うです。 

リレートーク④
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   基調講演、そしてリレートークを聞いて、ここからはグループに分かれて協議をすすめ 

  ます。最初は地域毎で、次にゆるやかな課題毎に分かれて。 

   それぞれの「オモイ」を共有し、お互いの目的に共感しながらココロをつなげあう時間 

  にしていただくためにも、これまでのお話の要点をまとめ、話し合うポイントを確認しま 

  す。「グループエンカウンター」のコーディネーターを務めてくださるのは、九州大学大学 

  院 人間環境学研究院 高野 和良（たかの かずよし）教授です。 

 

 

 
  ◆ 「支える側と支えられる側」の関係性、利用する人に負担を 
    感じさせない仕組みや工夫が大切。「誰でもどうぞ」というス 
    タンスでお互い様ということを感じてもらう。 
  ◆ 困っている人は、自分が困っていることに気付いていない。 
    気付いていなくても、輪の中に入ってこれる仕組みづくり。 
  ◆ 「食べる」ことはとっても大事。でも日本人は「ご飯を食べ 
    る」こと自体を大事にしすぎて、堅苦しいイメージを持ってい 
    る。北欧では、簡単なサンドイッチとコーヒーだけで、一緒に 
    食べたり、おしゃべりする時間や空間を大事にしている。 
    無理をしないでできることを考えてみよう。 
  ◆ 拠点をどう作っていくのか？１つあればいいのではなく、小さ 
    くてもいいからたくさんあった方がいい。それらを継続してい 

くためにいろんなグループが同じ方向を向いて意思疎通ができ     九州大学大学院 
    る場所や機会が必要。それがこの交流集会の目的でもある。         人間環境学研究院 
                                      教授   高野 和良 氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グル―プエンカウンター
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   最初の寸劇に始まり、午後のリレートークの４事例。今日、来て良かったと思いました。皆さん、こういう場 

  がすごく大事だとわかったと思いますし、来年度以降も続けて欲しいという御意見も大変良いと思いますが、も 

  っと日常的につながっていただくことがとても大事だと思います。僕は図々しいので、聞きたいと思ったら、ど 

  んどん電話をしてしまうんですが、是非それをやってみてください。 

   福祉分野の人って、結構縦割りなんですよね。高齢は高齢、障がいは障がい、社福は社福、特養は特養だけ！ 

みたいな。僕は、もともとまちづくりを専門にしていたので、福祉分野って実は制度とかあまり知らないですし、 

資格も何も持っていません。ただ、人に興味があって、人の話を聞くのが好きで、興味のあることを、どんどん 

人に聞いて動いてますし、ばんばんアウトリーチかけてます。 

   今、困窮者支援がよく言われていますが、経済的なものでなく、社会的つながりの貧困にどう立ち向かうか、 

てことなんです。今日のリレートークでもそうですけど、皆さん「困窮者支援、めちゃくちゃやってるやん！」 

っていうのが僕の感想です。また、今、国では「参加の支援」というのを言い始めましたが、それも「ごりごり 

やってるやん！」って思いました。皆さんがやってることをどんどん発信してもらって、どんどん参加してもら 

うことが「参加の支援」になると思います。 

   今日の主催ってどこです？宮崎県社協ですよね。是非そこを使ってください。県社協は各市町村や法人やグル 

ープをつなげる役割です。どんどん情報をもらってください。都道府県社協が元気なところは、地域活動も活発 

です。 

   今日のように人の話を聞いて、自分の仕事と擦り合わせながら、自分の活動を振り返り次の活動につなげる－ 

  「リフレクション」という考え方ですが、定期的にやること、とても大事だと思います。今日得たものをいかす 

  ためにも、リフレクション、やってみてください。僕自身も、皆さんとつながっていきたいと思いますので、是 

  非連絡ください。本当に今日はありがとうございました。 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   池谷さんも、是非つながりたいと言ってくださってますので、まずは電話することが大事かもしれません。 

   今日、参加者の名簿を見せていただくと、やはり企業の方、もしくは学校の方が少ないのが残念です。 

   企業の方や学校、生協、労働組合など、地域には同じ方向を向いてくれそうな人がたくさんいると思います。 

   そんな人たちとどうつながっていくのかということが、これから重要なのかなと思います。また、そこをつな 

  げていくために、こういった交流の場を、それぞれの市町村や地域で設けて、出会いの場を作るということを考 

  えていただくことが大事だと思います。 

   池谷さんも「リフレクション」というお話をされましたが、やっぱり話し合っていくことはとても大事だと思 

  います。活動を振り返って、みんなの考えを話し合い、みんなで次の活動のことを考えていく、そういったこと 

  が、次のアイデアを生み、次のシーンが広がっていくように思います。 

   お別れの時間が近づいてきましたが、永遠の別れではなく、一時的なお別れということで、皆さん、是非この 

  つながりをいかして、宮崎県内へと活動が広がっていくことをお祈りしています。 
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   皆様、本日はお疲れ様でした。 

   主催者として 1日参加をさせていただきました。 

   私たちとしましても、今までこのように、いろいろな立場の方が一堂に会する場という 

  のが無かったということで、県内初の試みということで開催いたしました。 

 

   最後のコメントで、池谷事務局長からもお話がありましたとおり、県社協は「つなぎ」 

  の役割と思ってやっております。おっしゃる通り、福祉の分野は縦割りが多くて、その縦 

  のセクションを超えて、横ぐしにいろんな人たちのつながりの場を作りたいという思いか 

  ら実施をさせていただきました。 

   参加していただいた皆様からも、是非今後も継続してほしいという声をいただきました 

  けれども、大変うれしいお言葉を頂戴したと思っております。 

 

   午前中の池谷事務局長のお話、大変刺激になりました。全然時間が足りなかったのでは 

  ないかと思います。たくさんの取組みの中に、たくさんのキーワードをいただきました。 

   特に印象的だったのが「つぶやきを拾う」ということで、小さなつぶやきの中にこそ、 

  たくさんのニーズが潜在していて、それを拾い上げながら取組みにつなげておられました。 

   午後のリレートークでは、４人の方々それぞれの熱い思いが「バンバン」伝わってきま 

  したし、皆さん本当に目がキラキラしていて、大きな刺激をいただきました。 

   グループエンカウンターでは、皆さんが、生き生きと情報交換されている姿を見せてい 

  ただきました。今日１日では、本当に時間が足りなかったのではないかと思います。 

   高野先生にも、全体をきちんとまとめていただき、本当にありがとうございました。 

 

   今日、初めてお会いになった方も多くいらっしゃると思いますが、是非このつながりを 

  次につなげていただきたいと思います。今日をスタートとして、これから新しいつながり 

  がはじまっていくと思います。 

   私たちも本当に期待しておりますので、何かありましたら、県社協にお声掛けいただけ 

  れが、いろいろな面でサポートさせていただきたいと思います。 

 

   最後に、「ネットワーク発足宣言」となっておりますので、本日ここに新しいネットワー 

  クが発足いたしましたことを宣言させていただきます。そしてこの交流集会を次のステッ 

  プにつなげていくことをお約束しまして、閉会のあいさつとさせていただきます。 

   本日は、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

       宮崎県社会福祉協議会 

        副会長  川 野 美奈子 
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【回答者数：72名／参加者数：99名 回答率：73％】 

 

１ 参加者内訳 

 

  企 業（生協含む）    …  ８名 

  ＮＰＯ・ボランティア   … ３０名 

  社会福祉法人（社協以外） … １２名 

  社会福祉協議会      … ３３名 

  行 政          … １２名 

  その他（学校含む）    …  ４名 

 

 

２ 基調講演について 
 

大変参考になった 43 名 

参考になった 25 名 

普通 0 名 

あまり参考にならなかった 0 名 

参考にならなかった 0 名 

無回答（午後から出席） 4 名 

 

   みなさんからの声  

 ＊「支えてるし、支えられてる」 さりげない支援のやり方が素敵です。 

 ＊「つぶやき」を大事にしたい。コーディネーターの役割の再確認ができました。もっとお話を 

聞きたかったです。ハードルを下げて気軽に参加できるものをやっていきたいです。 

 ＊地域通貨“まーぶ”のお話、ワクワクしました。参考にさせていただき、私たちの地域にも活用 

  していきたいと思いました。 

 ＊横につなぐことが大事だと思いました。 

 ＊色々な活動をされていて、地域の方が気軽に手伝ってくれるケースが多いと感じました。そう 

  いう地域性が根付いているのだと感じました。 

 ＊今まで、高齢者に対しての問題への取組みばかりを考えていたので、子どもや若者がチャレン 

  ジできる場・居場所づくりには大変刺激を受けました。 

 ＊可能性は無限にあることを実感！人と人がつながり合うことで地域が活性化されることを学ぶ 

  ことができました。 

 ＊１つの地域で、民間の力でこれだけの仕組みを作り、実践されていることに驚きました。心打 

  たれることや参考になる部分があって、自分たちも「小さなつぶやき」を大切に今後の活動に 

  つなげていきたいと思いました。 

 ＊皆さんの意識の高さに驚かされました。勉強不足を痛感しました。 

 ＊キーワードの「であい・つながり・げんき」を大切にされていて、住民の方のつぶやきから様 

  々な事業へと展開している行動力を身につけていきたいと思いました。仕掛け上手になります。 

 ＊小さいころから地域に対する意識付け（地元愛）を育てることが、継続の要になるのかなと思 

  いました。 

 ＊事業の数々、次々に出るアイデア、そのエネルギーに驚嘆しました。これからは若い人のこと 

  やＩＴ化について考えるべきかもしれません。 

 ＊誰かのつぶやきを見逃さず、形にして次につなげること、生きづらさを感じている若者と地域 

  の高齢者をつなぐ手法が大変参考になりました。 
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 ＊一人の人のつぶやき、少しのヒント、そこを大事に感じ取り、取り上げ、小さなことから始めて 

  いくことが大事だと思いました。 

 ＊大阪はやはりすごい！県民性？宮崎でどう活かしていくか？？ 

 ＊思考から実行へ。一歩前へという気持ちが新たになりました。 

 ＊つながることが正直苦手でした。面倒くさいけど、やっぱり大事。その一歩をどう踏み出すか、 

  踏み出させるか、とても参考になりました。 

 ＊送迎サービスに興味を持ちました。今後も自分たちも年をとり、車を手放した時のことを思うと 

  送迎サービスの必要性を感じます。また食べることも一生続くこと、食べることも大事にしたい 

  と思います。 

 ＊情熱が“ビンビン”伝わってきました。あらゆる層の人々が集うことのできる場の大切さを感じま 

  した。 

 ＊発想の広がりがすごい。自分たちの持つ資源が少ないことで活動の幅を狭めるのではなく、可能 

  性を広げる考え方をしていきたい。 

 ＊素晴らしい仕掛け人がいて、町全体が活気にあふれていると感じました。コーディネート力の必 

  要性を感じ、私自身も身に付けたいと思いました。 

 ＊北芝地域の若者、“おいちゃん”、“おばちゃん”にも脱帽です。 

 ＊このような研修会を是非土・日にして欲しいです。想いがある若者へ参加を呼びかけたけど、仕 

  事で来れませんでした！ 

 ＊社協としてしなければならないことだと思ったけど、社協じゃないからやれるんだろうか・・。 

  どうしたらいいか、考えるところから始めます。活動を決めつけない、枠にとらわれない、心に 

  響きました。 

 ＊階層分けされているから繋がりが減っているということ納得でした。協働でやっていける場所を 

  もっと探します。そのヒントが沢山ありました。 

 ＊支え合いの５つの「あいことば」に心が動きました。 

 ＊多世代が交流できる仕組みづくりを検討していきたい。人と人、団体と団体がつながる工夫が大 

  切。地域の人々が楽しみながら活躍できる場所になれば最高！ 

 ＊パワーあるお話でびっくりしました。エネルギーをいただきました。次回は失敗談もお聞きした 

  いです（笑）。 

 ＊移動支援は課題です。町内タクシー会社も２つから１つになり、公共交通もコミュニティバスで 

  は入り込めない、通過しない地区があります。会員制で会員同士の送迎ならＯＫと聞いて、社協 

と協働で取組めないか？と思いました。 

 ＊様々な方たちの居場所がつながり、まちづくりにつながっていくことに感動しました。人と人と 

  のつながりが様々な活動へとつながっていくことで、皆が楽しく働けることが参考になりました。 

 ＊ＮＰＯとして専念できることに立場の違いを感じましたが、地域の人の思いをカタチにすること、 

  小さなことでも、常にアンテナを張って意識を持っておくことが鍵だと思いました。 

 ＊やってあげる、やってもらうという関係ではなく、お互い様の仕組みを作ること（自然とそうな 

  っている）が大事だと感じました。 

 ＊どの取り組みも聞いていてとても楽しかったです。すぐ取組むということでなくても、明るく、 

元気に、楽しむことが大事だと実感しました。 

 ＊地域の公民館等と、どうつながっているのか知りたかった。 

 ＊子どもから高齢者まで色々な支援を行い、ひきこもりの若者のつぶやきが現実となったお話など 

  どれも夢のようなすごいお話でした。私たちの地域でもそうあって欲しいのですが、なかなか難 

  しいです。 

 ＊いろんな取組みがどんどんあふれてくるのでびっくりした。自分の地域を過ごしやすくするため 

  に自分もがんばろうと思いました。ありがとうございました。 
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３ リレートークについて 
 

大変参考になった 42 名 

参考になった 23 名 

普通 5 名 

あまり参考にならなかった 0 名 

参考にならなかった 0 名 

無回答（午前中のみ出席等） 2 名 

 

   みなさんからの声  

＊皆さんのパワーあふれるリレートークに刺激を受けました。 

 ＊小さな気付きが新しい活動になっていることが多く、まずは取組んでみることが大切だとわかり 

  ました。 

 ＊同じように活動されている方の、具体的な内容や仕組みを知ることができて参考になりました。 

  失敗例や大変だったこともお聞きしたかったです。 

 ＊県内でも、社会的つながりの貧困を解消するために動かれている方たちがいることを知り、とて 

  も勉強になりました。誰かのつぶやきは、大切な社会のメッセージなのだと感じました。 

 ＊「誰でも来てね」と軽く寄れる場所をつくること、「食」をきっかけに広げていくことが良いと思 

  いました。困っていることを気付かれない人が来てもらえる機会をつくっていきたいです。 

 ＊横のつながりの大切さを教えていただきました。 

 ＊「困ったことがあったら言ってね。」、「辛い時にはここに来てね。」では人は集まらないですね。 

  「楽しいことしてるから、おいで！ おいしいものがあるから、おいで！」と、まずは行きやす 

  い場所づくりが大事なのだと感じました。 

 ＊子どもから高齢者までの居場所、そして交流が大事だと思いました。 

 ＊全て心温まるお話で、今後、自分たちが活動するのに勇気づけられました。 

 ＊４人の方それぞれにリーダーシップを発揮されているのに感心しました。宮崎県は大丈夫！ 

 ＊それぞれの立場での苦労、やりがい、支援の仕方、人の育成と全て前向きで参考になりました。 

 ＊それぞれ違った視点での取組みでしたが、共通していることは「支援を必要としている人の立場 

  を真剣に考えること」、そして「一つの取組みが次から次にひろがっていること」だと思います。 

  「つぶやき」大切にしたいです。 

 ＊県内でも様々な団体が「人と人、人と地域をつなぐ」活動に取組んでいることがわかりました。 

  地域の課題解決のために行動を起こしている皆さんの存在で、県内の地域福祉活動に期待が持て 

  ました。 

 ＊各々地域性がある中で、いろんな取組みをされていて参考になりました。自分たちの地域は自分 

  達でという思いが大切。我が事としてみんなで知恵を出し合い、手をつなぎ、できることを無理 

  せず、楽しく活動していきたいです。一人の１００歩より１００人の一歩！ 

 ＊地域の問題を的確に捉え、自身の活動につなげているところが参考になりました。 

 ＊小さなことでも長く続けること、そういう場を多くつくることは全てに共通していると思いまし 

  た。企業としてどう関わっていけるかも研究していきたいです。 

 ＊買い物支援の事例で、訪問美容で髪を切ってあげた利用者さんから「ついでに買い物に行って欲 

  しい」と言われ、買い物に困っている現状を社協につなげたことから買い物支援がスタートした 

  と聞いて、「つなぐ」ことの大切さ、気軽に話せる場所があることが大切だと思いました。 

 ＊「正しいことでは救われない」という言葉が印象に残ります。負担を感じさせない楽しく笑いの 

  あるイベントに人は集まる。楽しい食事とともに声を出しやすい雰囲気を作ることが大事という 

  ところに共感しました。 
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 ＊エネルギッシュな熱い方が多くて圧倒されるようでした。悩んでいることや壁は皆同じなんだと 

  感じました。悩みながら活動していくことの大切さを学びました。 

 ＊今年度実施したい事業のヒントにもなり良かったです。何とか事業を開始・継続したいので考え 

  てみます。つながってみます。 

 ＊４者４様、もう少し聞きたい！と思う話ばかりでした。ワクワクしました。 

 ＊やれることから 1歩を踏み出せば、「やりたい」を内に秘めた人たちがつながるんだって思えま 

  した。誰がやるか？ですよね。 

 

 

４ グループエンカウンターについて 
 

大変参考になった 35 名 

参考になった 28 名 

普通 6 名 

あまり参考にならなかった 0 名 

参考にならなかった 0 名 

無回答（午前中のみ出席等） 3 名 

 

   みなさんからの声 

 ＊ボランティアさんなど担い手不足、若者をどう呼び込むか・・など、悩みは皆一緒です。 

  皆さんが取組まれていることを聞けて、沢山のことを学ぶことができました。 

 ＊ボランティアさん、社協、いろいろな事業所がつながる機会となりました。 

 ＊様々な分野で色々な活動をされている方々と直接話せる機会が無いので、とても貴重な経験にな 

  りました。もう少しお話する時間が欲しかったです。 

 ＊人を育てることの大切さや楽しさを伝えていくことの大切さを確認しました。集まることが楽し 

  い、みんなとならやってもいいかな、と思えるような継続したイベントをやっていくことが大事 

  ですね。 

 ＊困りごとを地域福祉へつなげる手法を聞けて、情報を得ることができました。今後の業務に活か 

  したいです。 

 ＊男性の参加やひきこもり対策等が共通の話題となりました。対策について考えさせられました。 

 ＊立場も、やっていることも全く違う、考えも違うメンバーとの話し合いで、いろいろ参考になり 

ました。 

 ＊「子ども食堂」に関する情報が聞けて参考になりました。こんな会議を小地域でやりたいです。 

 ＊他の地域をうらやましく思いつつ、社協ががんばってつながりを見つけていかないと・・・！ 

 ＊ボランティアさん（協力者や後継者）がいないことを初めて知りました。その中でも、若い方が 

  地域の障がいのある方のためにがんばっているのを知れたことはうれしかったです。応援したく 

  なりました。 

 ＊高齢者にはいろんなサービスがあるが、障がい者に対してのサービスがまだまだ足りないことが 

  わかりました。障がいのある方がひきこもってしまわずに、色んなところに出かけられる環境を 

  作ってあげたいと考えている方の話が聞けてすごいと思いました。 

 ＊皆さん意欲的で素敵でした。 

 ＊職種によって課題として考えているところが違い、自分自身新たな課題発見になりました。 

 ＊生活支援コーディネーター、地域福祉コーディネーター、様々な立場の方と話しができました。 

 ＊つながった方によりまた新しい社会資源を知ることができ、今後すぐにでも動けることもあった 

  のでうれしかったです。この集会は今後も必要と感じます。 
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 ＊男性の参加者を増やすために、男性の趣味や特技を聞きだし、活躍の場を設けることが参加につ 

  ながるのではないかと思いました。 

 ＊村にサービスがない中で、いろいろと変えようと努力しており、そこに皆さんがアドバイスをく 

  ださったので、がんばろうと思うことができました。 

 ＊縦割りの現状をどうにかしたいと思いました。やりたいことを認めてもらえるように、ちゃんと 

  協議して、なるべく早く実現を目指したいです！ 

 ＊職種が違うからこそもらえるアドバイスがありました。 

 ＊日常的につながりたいと思いました。近隣地域で別に開催したいです。 

 ＊時間がもっと欲しかったです。現場のジレンマや悩みを共有できてよかったです。福祉がもっと 

  スマートで、楽しくて、ちゃんと食べていける仕事になるといいな。そうしていきたい！ 

  福祉の仕事が子どもたちのなりたい仕事になるような実践者になりたいです。 

 

 

５ 今日の交流集会に参加して 
 

 ◆次のステップは見えてきましたか？ 
                        

＊こういうつながりの場を作る！ 

                         ＊小さなことからコツコツと…。 

                         ＊民間から地域福祉を発信、新たな手法、情報力、 

                          興味深かったです。縦割りでなく多世代等幅広い対 

                          象でいろんな事業を展開する力を養いたい。 

                         ＊ＮＰＯは想いで横につながり、社協は縦割り、だから 

                          つながらないのか・・・。 

                         ＊買い物支援の“光”が見えた気がします。 

                         ＊やりたい事業は、自分たちの力では無理だと思って 

                          いたけど、できるかもしれないって思えました。 

                         ＊買い物支援に移動支援、具体的な取組みが聞けたの 

                          で、参考にしてやってみます。 

                         ＊もっと外に出て仲間を作る。信頼関係を築く。 

 

 

 ◆新しい取組みへの展開に希望することは何ですか？（複数回答可） 

 

 

参加者アンケート

勇気・努力 

出会い 



地域の困りごと、１つでも解決したい。 

「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会」２０１９ 

～オモイを伝える、ココロがつながる、デキルこと広がる。～ 
 

開 催 要 綱 
 

 

１ 趣 旨 

  近年複雑化している様々な社会課題やニーズに対応していくためには、市町村自治体や社会福

祉協議会、ＮＰＯ法人や企業、市民活動団体等、個々の取組みだけでなく、それぞれの活動をつ

なぎながら、情報を交換し合い、そのネットワークを広げていくことが非常に重要になります。

そのためには、日頃から様々な支援活動を展開している皆さんが顔を合わせ、交流できる「場」

が必要です。 

 しかしながら、これまで県内においてはそのような「場」がなく、支援活動の様々な方法やそ

のヒントを共有したり、思うような活動展開や広がりを持てずに悩んでしまうケースも多かった

のではないでしょうか？ 

  そこで、「地域の困りごとを１つでも解決したい」という純粋な思いのもと、世代や所属など

に縛られず、制度などにも捉われず、様々な活動を行っているもの同士が気軽につながれるネッ

トワークを作ることを目的に、県内で初めての交流集会を開催します。 

多様化・複雑化する地域の困りごとに更に向き合っていくためにも、そのオモイを「共有」し、

お互いの目的に「共感」しながらココロをつなげあい、つながることで新たにデキルことを積み

上げながら、「協働」し成長できるネットワークづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主 催 

  社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 

 



 

３ 日 時 

  令和元年１１月２９日（金） 午前１０時から午後４時まで 

 

４ 会 場 

  シーガイア コンベンションセンター ４Ｆ サミットホール「蘭玉」 

 〒880-8545 宮崎市山崎町浜山   TEL 0985-21-1062 

   

５ 参加対象（定員２００名） 

  社会福祉協議会、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、企業等、地域の困りごとを 

解決したいと実践している方や活動に参加・協力したいと考えている方 

 

６ 参加費 

  無 料 

 

７ 講 師 

  特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝 事務局長 池谷
いけがや

 啓
けい

介
すけ

 氏 

   大阪府箕面市萱野にある北芝地域の課題解決のために、地域に暮らす人たちが、それぞれの 

特色を活かしながら「暮らしづくり」のための活動を起こすことを応援し、人と人、組織をつ 

なぐネットワークとして機能することを目的として活動している。地域で暮らす人たちが「出 

会い・つながり・元気」を求め、「誰もが安心して暮らせるまちをつくりたい」という想いを 

共有し、その知恵を出し合う「暮らしづくり」の協働活動を進める。 

 

８ プログラム 

時  間 内  容 

9:30 ～ 10:00 受 付 

10:00 ～ 10:10 前 説・オリエンテーション 

10:10 ～ 10:15 
あいさつ 

 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 会長 川崎 新一 

10:15 ～ 11:45 

  （90 分） 

基調講演 

「誰もが安心して暮らせるまちに、 

そして暮らし続けたいと誇れるまちに。」（仮） 

  講師： 

   特定非営利活動法人 暮らしづくりネットワーク北芝 

      事務局長  池
いけ

 谷
がや

 啓
けい

 介
すけ

 氏 

11:45 ～ 13:00 昼食／休憩  



13:00 ～ 15:30 

  （150 分） 

リレートーク ＋ グループエンカウンター 

 コーディネーター： 

  九州大学大学院 人間環境学研究院 教授 高野
た か の

 和良
かずよし

 氏 
   熊本県生まれ。九州大学大学院文学研究科修士課程修了 
   社会保障研究所（現 国立社会保障・人口問題研究所）研究部研究員、山口県立 
  大学社会福祉学部教授を経て、現在、九州大学大学院 人間環境学研究院 共生社 

会学講座教授 

リレートーク 

（私たち 

  の取組み） 

ー中 3 を対象とした「寺子屋」と 
誰もが立ち寄れる「カフェ」を展開ー 

生目台地域自治区地域協議会 
《まち推＋学校＋地区社協・ボランティア》 

 

ー障害者福祉サービス事業と連携した 
移動スーパー事業ー 

ＮＰＯ法人 日向市手をつなぐ育成会 
《ＮＰＯ法人＋企業＋社協》 

 

ー「みまたんどうぞ宅食便」ー 
社会福祉法人 三股町社会福祉協議会 
《社協＋社会福祉法人＋ＮＰＯ法人 

＋農業生産法人(企業)＋ボランティア》 

 

ー地域の交流スペースはスーパーの２階でー 
プチ・コパン 

《市民活動団体＋市民活動団体 
＋企業＋地域包括支援センター》 

 

コーディネーターコメント・グループエンカウンター趣旨説明 

グループ 

エンカウンター 

グループで円座を組み、それぞれの活動内容、活動を通じて

の感動・悩み・課題等、思いの総てを語り合いましょう。 

この交流集会での「つながり」に期待することや実際にどん

な「つながり」が作りたいのかについても話し合ってみてくだ

さい。 

15:30 ～ 15:55 発 表／まとめ 

15:55 ～ 16:00 閉 会 ＝ネットワーク発足宣言＝ 

 

９ 参加申込み 

別紙「参加申込書」を FAX にて、令和元年１１月１５日（金）までに本会事務局までお送りく

ださい。また、あわせて「エントリーシート」の提出をお願いします。 

なお、昼食については、お弁当（お茶付き７００円）の斡旋を行いますので、希望される方は 

申込書の所定欄に○印をつけてください。代金は当日のお支払いとなります。 

 

10 緊急時（荒天時）等の対応 

緊急時（荒天時）等により開催を中止すると判断した場合は、各開催日前日の午後５時までに

本会ホームページ（http://www.mkensha.or.jp/）でお知らせしますので、御確認ください。 

 

11 参加申込書提出先及び問合せ先 

  社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 地域福祉部 

  地域・ボランティア課（宮崎県ボランティアセンター） 担当：大山 

   〒880－8515 宮崎市原町２－２２ 宮崎県福祉総合センター本館１階 

    TEL：0985-25-0539  FAX：0985-31-6575  E-mail:vc@mkensha.or.jp 



 

◆ シーガイア コンベンションセンター アクセス ◆ 

 

    〔路線バス〕 

    宮崎交通 宮崎駅西２番乗り場より約２５分（シェラトングランデバス停下車） 

  

 

    〔タクシー〕 宮崎駅より約１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行  社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 ／ 宮崎県ボランティアセンター 

                

〒880-8515 宮崎市原町 2-22 宮崎県福祉総合センター本館 1 階 

TEL 0985-25-0539  FAX 0985-31-6575   https://www.bura-vola.org 

 

 

 

 

 

 


