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あおぞら文庫　館長

電気もなかった天井に蛍光灯がつき、寒さを防ぐサッシ
の扉がつき、みんながくつろげるテーブルやいす、ソファー
が設置され、あおぞら文庫が子どもたちや地域の憩いの場
となっていきました。

子どもたちの元気な声が聞こえるあおぞら文庫
開所当時はまだ小学生も近所にたくさんいて、学校が終

わると「あお文に行こう！」と誘い合って本やマンガを読み
に子どもたちが集まっていました。遊ぶ場所がない子や一
人で留守番する子どももあおぞら文庫で過ごしました。にぎ
やかな声が聞こえてくると、商店の店番をしながら、時々お
菓子や果物を差し入れたり、いっしょに遊んだり、おしゃべ
りをしたり、小さい子には絵本を読んであげたり。中学生も
部活が休みだったりするとあおぞら文庫で過ごしました。地
域の民話を、子どもたちが順番にテープに吹き込む活動も
しました。そんな子どもたちも今では大きくなり、進学、就職、
結婚とすっかり大人になりました。今では子どもの数も減っ
てしまい、今年、青野原小学校に入学する 1 年生は 6 人ほ
どしかいません。

子どもたちに寄り添い、私にちょっとできることを
このあおぞら文庫で子どもたちとのコミュニケーションを

とるのも私の大好きな時間となっていました。あまり差し出
がましいことはできませんが、何か支援するということでは

橋本駅からバスを乗り継ぎ 1 時間あまり、津久井湖を過
ぎ、相模湖の近く、道志川の流れる北丹沢の山あい、焼山
登山口バス停近くに、食料品、日用品、酒などを販売する「髙
城商店」はあります。その隣の少し奥まったところ、そこが

「あおぞら文庫」です。館長を務めるのは髙城商店の奥さん、
髙城佳子さん。

本が大好き！毎日利用できる図書館がほしい！
この地域では公民館にある図書館が毎週金曜日の午後し

か利用できませんでした。そこで、毎日、いつでも利用でき
る図書館が欲しい！と、18 年前の 2001（平成 13）年 8 月、
自宅商店わきの駐車場に主人手作りの 2 つの本棚に所有し
ている 200 冊の本を並べ、地域の子どもや住民が自由に読
める、貸し出せる私設図書館を開設しました。資金も運営
費もゼロからの出発です。

当初は一部の屋根だけで壁もドアもない、文字通り青空
の下の小さな図書館、雨が降れば本棚にブルーシートを掛
けて本が濡れないようにしていました。あおぞら文庫の開設
を知った地域の方々、商店の取引先などから、続々と本が
集まり、また、本棚の増設や屋根や壁の取り付けなども多
くの方々の協力で、徐々にあおぞら文庫の形が整ってきまし
た。小学生の A 君は「おばちゃん、ボク本を持ってきてあ
げるよ」と言って、少年マガジンを3冊持ってきてくれました。
最初の小さな協力者です。ホントに嬉しかった。

PROF I LE

現住所の隣の地区、相模原市緑区青根生まれ。自称精神年
齢 28 歳？結婚前は伊豆大島の児童養護施設や知的障害者
支援施設などで働いていた。若い頃から「三度の食事より
読書」というくらい本が大好き。「悩んだ時、苦しい時にも
本に救われた」「本は心のエッセンス」「地域に図書館が欲
しい」という気持ちから、2001 年、自宅商店の駐車場にあ
おぞら文庫を開設。高城商店社長であるご主人、90 歳にな
る元気な義母さんとの 3 人暮らし。新たにダイビングに挑
戦したい！というアクティブウーマン

あおぞら文庫
相模原市緑区07
豊かな自然に囲まれた山あいの私設図書館

髙
た か ぎ

城  佳
よ し こ

子さん

高城商店の外観。
あおぞら文庫は、商店の裏側にある

開所当時のあおぞら文庫 お年寄りの文化活動の場にも

居場所地 域
交 流
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「一握りのエリートより　百万人の思いやりを育てたい」
私の大切な言葉です。

それ以外にもあおぞら文庫の活動を知った多くの著者が、
ご自分の本を寄贈してくださいます。どこからも運営資金を
得ずに、まったくのプライベートマネーで運営しているあお
ぞら文庫ですが、たくさんの温かい心に支えられているから
こそ、18 年間も続けられているのだと思います。

コミュニティ活動の場、そして出会いの場
地域のお年寄りが集まり、バザーや文化祭に出展する手

芸品や手作り品の作成にも利用していただいています。集
まってのティータイムやおしゃべりは何よりの情報交換。
以前はもっと大勢でしたが、集まるお年寄りは一人二人と
欠けていきました。あちらもこちらも空き家だらけになっ
てしまいました。

休日はバス便が 2 往復しかないため、バス待ちの登山者
にも利用していただけるようにバス停に看板を出して、あ
おぞら文庫を宣伝しています。飲食も自由なので、ゆっく
り本を読みながら、バス待ちの時間を
過ごしてもらっています。

私も以前は山歩きが大好きでしたが
ひざを痛めて登山が難しくなった今、
山の様子や写真を見せていただく、一
緒におしゃべりをする、そんな偶然の
出会いもあおぞら文庫の楽しみの一つ

なく、普段の生活の中で、ちょっとできること、一緒にでき
ることを続けてきました。

お母さんが入院してしまい、大好きだったおばあちゃんも
急死し、父親と二人暮らしになってしまった小 4 の女の子は、
昼はあおぞら文庫、お父さんが帰ってくるまで我が家の居
間で一緒に過ごしました。おなかがすいた子にはお店のパ
ンを出してあげたりお餅を焼いてあげたりして、私にできる
ことで寄り添ってきました。ちょっとしたことで子どもの心
がほっとするのではないでしょうか。

あおぞら文庫のメモ帳には、その小 4 の女の子の詩が残
されていました。「笑って、泣いてぇ、そんな毎日はたいく
つに思えるかもしれないけど、それがあるべき姿」

運営費ゼロのあおぞら文庫、たくさんの人に支えられて
おかげで、あおぞら文庫の活動でつながった方々から、

たくさんの本を寄贈していただいています。近隣だけでな
く、ホームページを見て本を贈ってくださる方も多いです。

どろんこ保育で知られている茨城県の岩井保育園、故
丹保君枝先生とは、私がファンレターを出したことがきっ

かけで、ご自分の本が出る
たび寄贈してくださいまし
た。あおぞら文庫の壁にあ
る丹保先生の書もこの文庫
のために書いて贈っていた
だいたものです。

あおぞら文庫07

多くの寄附が集まり、現在は 2 万冊もの本が並ぶ



所在地
TEL
WEB
e-mail
代表者
開設年月日
活動目的

活動日
利用料金

団体の概要 あおぞら文庫

相模原市緑区青野原 2924
042-787-0017
http://www8.plala.or.jp/kouya521/
kouya-5@cream.plala.or.jp
髙城  佳子
2001年 8 月
高城商店に併設された私設図書館
開設当初は髙城さん個人の蔵書 200 冊余りを置き、地域の子ども
や住民に自由に開放
水曜日以外、8 時～日没
無料
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入るようになりました。横浜や川崎の物産展などにも参加し
PR しています。ホームページではさまざまな調理法も紹介
しています。あおぞら文庫の場を使って、キクイモの調理
法などを取り入れた「料理教室」なども開催し、新たな場
づくりをしたいと思っています。

これからも「健康で」「気負わず」続けていきたいです。
でもちょっとのお金は必要ですね。

実家に遊びに来たお孫さんを連れておばあちゃんも絵本
を借りに来ます。あおぞら文庫に通っていた子どもが都会に
出て成人し、結婚してお子さんを連れて文庫に遊びに来て
くれます。帰ってきてくれる場であることも嬉しいです。

まだまだやってみたいことはたくさんあります。新しい出
会いに、励ましのメッセージに勇気をもらい、できることを
楽しみながら、青野原の自然のようにすがすがしく、温かい
場で有り続けたいと思っています。

Fさん　ヨガの先生
とっても居心地の良い場所でついつい立ち寄りたくなりま

す。佳子さんの明るく温かい人柄もあってホッとできる場。
私の寄附した絵本も大切にしてもらい、どんな子が読んでく
れるのかなぁと楽しみです。佳子さんは、ヨガ教室ではおて
んば娘。いつまでも元気で頑張って欲しいです。あおぞら文
庫をずっと応援しています。

です。そしてご自分の本を寄附として置いて行ってくれる
方、「がんばって！」とメッセージを書き残してくれる方、
帰った後の、箸袋の中にカンパの千円札が入っていたり、
そんな優しい心との出会いが何よりもあおぞら文庫の励み
になっています。「本が大好き」で始めた文庫ですが、こ
んなにたくさんのつながりや協力者に出会えるとは思って
いませんでした。

子どもの成長、過疎化の中で、役割を変えて
新たな可能性を

18 年の間に、地域の様子も子どもたちを取り巻く社会も、
時代と共に変わっています。急激に過疎化が進み、橋本に
は立派な図書館もあり、あおぞら文庫としての役目は変わっ
てきたのかなと思っています。少子化により学校の生徒数が
減って、昔のような部活動ができなくなり、子どもたちは放
課後、スポーツクラブや学習塾、習い事など地元以外の場
所で過ごすことになり、地域でぶらぶらと時間を過ごすこと
がなくなってしまいました。これも時代の流れですね。

でもまた別の、この場を生かした新しい取り組みができる
のではないかとも感じています。今までつながった方々が協
力者です。

過疎化が激しく、買い物客も減少する中、髙城商店では、
何か新しい商品をと考え、世界 3 大健康野菜の 1 つ、「キク
イモ」を栽培し、10 年前よりその販売と加工品の製造を始
めました。青野原の気候はキクイモの栽培に適しています。
キクイモに含まれるイヌリンは血糖値を抑える作用がありま
す。また食物繊維が豊富で大腸の調子を整えたり中性脂肪
を減らす作用など、さまざまな効果が実証されています。

生のキクイモだけでなく、粉末、チップス、うどんなどの
加工品の開発にも取り組み、店頭だけでなく、通信販売や
インターネットで販売しています。最近は県外からも注文が

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働就労支援

生活支援

学習支援

支援者との交流

3

1

2

3

1

1

活動の自己評価

2

2

地域の概況

〈相模原市緑区〉
相模原市全体の 77％の面積を占め、相模湖、津久井湖、道志川など豊
かな水と森の自然に恵まれている。2006 年に津久井町と相模湖町が、
2007 年に城山町と藤野町が相模原市と合併、2010 年には相模原市が
政令指定都市となり緑区が誕生した。

〈青野原地区〉
津久井湖から道志川をさかのぼった山あいの地域。以前は養豚、酪農、養
蚕、農業などが主な産業であったが、現在は高齢化、過疎化によりほとん
どが離農を余儀なくされている。
人口 1530 人（年少 92 人 老齢 850 人）高齢化率 38.4％（2019.1現在）

髙城商店オリジナルのキクイモ商品キクイモ作りのプロ、ご主人と
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「つばき学習室」　～学習も遊びも～
幸区の商店街にあるメロディーココ多世代交流スペース

は、平日は地域の人のサロンや会合などにも使われているカ
フェのような造りの明るいスペースです。土曜日の午前中、
教室長の山本さん、三上さん、古賀さんのところへ、小学生
の３名が学習に来ています。マンツーマンで算数や漢字の学
習に取り組み、学校の宿題や教科書の問題を解いています。
１時間ほどの学習が終わると、子ども同士遊び始め、メンバー
も加わって楽しそうな笑い声が聞こえます。12 時になるとお
母さんが迎えに来て帰って
いく子などそれぞれに帰宅
します。この日のメンバー
は全員が 20 代。小学生と
の距離も近く、やさしいお
兄さんお姉さんとの活動に
なっています。

活動後の振り返りがメンバー自身の学びの場に
それぞれのお子さんの困り感に対して、どのようなアプ

ローチができるのかを会のメンバーで話し合います。話し
合った結果、わかりやすい教材が必要であるという意見が出
て、漢字カードや時計の模型を買うなど、次の学習支援に活
かします。また新たな企画のアイデアが生まれることもある
ようです。この振り返りのミーティングが活動のヒントや課
題に気付くのに役立っています。

メンバーの中には学生からはじめて就職後も活動を続けて
いる人もいます。年齢的に子どもたちと距離が近いメンバー
も人生経験の豊富なメンバーも、活動後のミーティングでは
むしろ子どもたちから学ばせてもらっています。

スタートは中学生の学習支援
でも必要なのは小学生と気づいて

2017（平成 29）年に川崎市高津区の生活保護世帯の中
学生の学習支援事業がありました。このときに参加した 20

子ども・親・教師のサポートを目指して
「今のうちから学習習慣をつけたい」「忙しくても子ども

の勉強を応援したい」などの幅広い子どもたち、親たちの
声に応えるために、主に小学生を対象に学習支援をしてい
ます。プラスアルファのものではなく学校の勉強でわからな
いところ等の最低限の内容を、高校生から社会人までの多
様な大人が１対１で教えています。子どもたちにとって、楽
しく、居心地のいい場所で、学習の合間には遊びもいれて、
親しみやすく、温かい場所を提供しています。
「つばき」は川崎市民の木で、花言葉は「控えめな優し

さ」。どのような子どもにも寄り添って支えられる存在になり
たい、という思いが込められています。

親の負担を減らすこと。そして、教育格差を減らすことで、
ひいては学校での教師の負担を軽減することも、活動目的
の柱に据えています。

子どもも大人も　誰が参加するかは限定しない
学習室に来る子どもたちは、保護者の承諾や本人が希望

していることが前提ですが、だれでも参加することができま
す。メンバーも学生、社会人を問わず、学習支援や子ども
と接した経験なども問わずに、まずは参加できること、その
中で何かできるか、そのために何が必要かを実践の中から
探しています。夏休みの自由研究や作文、茶道や調理実習
などの企画も開催しています。誰でも参加しやすく、楽しめ
る内容を工夫しています。

勉強のあとには、自分の好きな遊びをしています

会長

吉
よしはら

原  崇
たかのり

徳さん

事務局兼副会長

五
い が ら し

十嵐 潤
まさる

さん

教室長

山
やまもと

本 美
み な み

波さん

若者たちがつくる学習支援の輪

終了後はスタッフで集まってミーティング

勉強のあとは、みんなでトランプ

川崎市内

つばき学習会　スタッフ

・つばき学習室＠幸区　毎週
・つばき学習室＠療育　今年度は月1回　第２土曜日
・つばき学習室＠養護　今年度は月1回　
・つばき学習室＠川崎区　第２土曜日を除き毎週
・つばき学習室＠メロディーココ多世代交流スペース　毎週

学 習
支 援 相 談

居場所
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代の学生、社会人のボランティア５人で「つばき学習会」
を結成しました。この活動の中で、小学生（それも低学年）
のうちに勉強への抵抗感や苦手を克服できたら、その子の
学校生活がもっと楽しくなるのではと考え、小学生の学習支
援と居場所づくりを始めました。

活動が始まるにあたって、学習支援や子どもの居場所を
展開している団体のヒアリングや情
報収集を行いました。その中で、川
崎市の南部エリアは人口増加や都市
化等でニーズが高いことがわかり、
幸区での活動を始めました。区の社
会福祉協議会（以下、社協）や子ど
も文化センター（以下、子文）など
の協力を得ることができ、積極的に
地域の子どもたちの所へ出向くこと
になりました。

活動に必要な　ひと・もの（資金）・場所・情報
自分たちで活動していくにあたり、川崎市内の区社協に趣

旨を理解してもらって、会場を提供してもらいました。また
児童養護施設や地域療育センターとの連携も後押ししてもら
えました。今年度からはワーカーズコレクティブからも会場
を提供してもらっています。

メンバーの登録者は 45 名（取材時）で高校生、大学生か
ら社会人まで幅広く、50 代の方もいます。学生メンバーは、
大人とは少し違った立場であったり、子どもとの年齢的な距
離感であったり、発想であったりを有効に発揮して活躍し
てもらっています。また社会貢献や自己実現の場になるとい
うことも理解を得やすいように思います。忙しい社会人メン
バーには本職とは異なったやりがいを感じてもらえたり、客
観的な助言で活動の運営を支えてもらうことも多いです。

メンバーは交通費だけで活動していますが、他に活動に
必要な資金もあり、公益財団などの助成金を申請して得てい
ます。また、イベントや学習支援依頼の際には応援を頂くこ
ともあり、資金源になっています。

所在地
TEL
WEB
代表者
開設年月日
活動日

川崎市内
080-6585-0880 五十嵐（事務局）
https://www.tsubaki-gakushukai.com/
吉原　崇徳
2017 年 7 月 22 日
毎週土曜日 

5 ～ 10 名　
ボランティア 45 名
無料
公益財団法人かながわ生き活き市民基金（2018 年度）
公益財団法人倶進会（2018 年度）

定員
スタッフ
利用料金
助成金

団体の概要

中間支援の活動支援事業も積
極的に活用し、地域で企画を開
催する際は社協や子文に協力をし
てもらうこともあります。Web や
パンフレットのデザインは川崎市
民活動センターの支援事業で専修大学の学生によるもので
す。他の学習支援団体とも情報交換を欠かさず、ボランティ
ア募集サイトに登録した結果、大学生や 20 代の人からの
web 経由の申し込みも多くなっています。

つながりと広がり　これから
親や学校の負担を軽減して子どもが安心して生活できる

社会を目指して活動をしていますが、地域や学校からの理
解（チラシの配架など）を広げるには、一歩一歩、真摯な
積み重ねが必要です。今後も教室を中心に子どもや保護者
に向き合い、一人一人に合った対応を続けていくことが重要
です。また寄附募集も課題で、メンバーがより積極的に活動
できる環境を保証していくことも、今後さらに意識する必要
を感じています。

つばき学習会

ペットボトルで噴水を
つくろう

PROF I LE

学生時代に訪れたフィリピンで子どもたちのさまざま
な困窮を目の当たりにし、教育の重要性を痛感。帰国後、
小学校教諭の資格を取得。仲間と一緒に学習支援を始
め、現在は小学校教諭として勤務する傍ら、「つばき学
習会」の代表として、学習支援に取り組んでいる。

塾講師の経験の中で子どもの居場所づくりの必
要性を痛感し、社協に入職。学習支援事業の場
で後の会長に誘われて活動を開始。現在はスクー
ルソーシャルワーカーとして勤務している傍ら、
主に事務局として活動している。

大学で、つばき学習会の取り組みを知り、
子どもの学習支援が、「子ども」「親」「教師」
それぞれにとっての支援になることに共感
し活動に参加。学習支援の場で子どもたち、
支援者を支えている。

吉原 崇徳さん　川崎市小学校教諭 五十嵐 潤さん　スクールソーシャルワーカー 山本 美波さん　大学生

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働

支援者との交流

就労支援

生活支援

学習支援

0

3

1

2

2

2

2

活動の自己評価

0

生活支援・就労支援は、活動範囲外のため行っていません。
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トを応援できるのか？子どもや若者を前にして日々考え、実
践を続けています。

その中で、私たちの支援の柱は、「自信をつける・経験値
を上げる・仲間をつくる」こと。そして、若者自身が周囲に
助けられながらも尊厳を持って働く（生きる）ためには、や
はり最終的には「お金を稼ぐ」ということも重要になってき
ますので、そのための就労支援にも力を入れています。就労
支援の現場で一人一人を見つめていくときに注力しているこ
とは「役割・相談・大切」です。「一人一人に役割はあるか・
相談する相手はいるか・大切にされていると感じられている
か」これは、家庭であっても教育現場であっても重要なこと
だとスタッフ全員が捉えています。

いろいろあるから一歩が踏み出せる！大切なきっかけ
今の状態から抜け出したい、でも、どうしたら良いかわか

らない、立ち直りたい、変わりたい、仲間が欲しい、自立の
ための一歩を踏み出したい、でも、自信がない…。

そんな若者たちが就労につながり、自立する（＝働き続
ける）ためには、積み重ねなければいけないスキルがありま
す。それを示したのが「就労ピラミッド」です。働き続ける
ためには、一足飛びに資格をとったりビジネスマナーを学ぶ

不登校やひきこもりの子ども・若者と共に歩んで30年
1988（昭和 63）年、グループの活動を始めて、既に、30

年以上の年月が経ちました。JR 根岸駅周辺には、K2 イン
ターナショナルグループの若者や子どもの生活の場、働く
場がたくさんあります。長い年月の間に出会ったさまざまな
生きづらさを抱えた若者、一人一人にとって、どんな活動が、
どんな場があったら、生きづらさを解消できるだろう、社会
の中で生き生きと活動できるよう導けるだろう、そんな想い
を持ち続けたことで、一つ一つの場が生まれていきました。

また、私たちは、人が成長するために欠かせないことの
一つに、「多様な人の中で育つこと」があると考えています。
思春期、青年期と続く中、途切れの無い支援を可能にする
ため、作ってきた場がたくさんあります。現在、K2 グルー
プのスタッフの約 7 割が、不登校やひきこもりの元当事者と
元ボランティアです。みんな十人十色の個性があり、これま
での道のりにストーリーがあります。

長い年月、活動を続けてきたからこその、私たちの目標
に向かって共に歩む仲間がいます。

子どもや若者支援で大切にしていること
30 年前、私たちが活動を始めた頃の支援対象は、一過性

の思春期の問題として学校や社会になじめない、10 代の不
登校児でした。ですが、今日では、10 年 20 年とひきこもり
状態を続けた若者が、不就労やコミュニケーション障害、う
つなどの精神疾患、家庭内不全といった課題が折り重なり、
出口の見えない状態で、私たちを訪ねてきます。どうしたら
子どもや若者が元気になれるのか？どうしたら、新しいスター

K2 インターナショナルグループ　
横浜市磯子区09
若者の生活の場とはたらく場が地域に

学 習
支 援 相 談

居場所

就労ピラミッド

金森  京子さん

PROF I LE

出身の大阪で児童養護施設の子どもたちを支える活動等を行う。
不登校やひきこもりの活動のきっかけは、高度経済成長期、夫
の金森克雄さんが事務局長として勤務していたヨット製造会社の
教育部門で、不登校等の子どもの生活課題改善のためのオース
トラリアクルーズを実施したことに遡る。学校や社会になじみに
くい子どもたちが、長期間のクルーズで、閉じこもりの暮らしか
ら生活が一変し、仲間ができ、金森さんたち引率者との信頼関
係が築かれる中で、元気になり、自信を取り戻す姿を目の当たり
にしたことが、今の取り組みにつながっている。

株式会社インターナショナルジャパン
代表取締役

健康管理

職業適性

日常生活スキル

対人スキル

基本的な
就労スキル

就労継続支援（A 型）事業所に認定されている「パン屋のオヤジ」
ふわふわのコッペパンと具材はすべて手作り。毎朝、数十種類の総菜パンが並ぶ
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のではなく、まず生活、健康管理が出来るようになることが
必要です。K2 では、若者に対して図に示す就労ピラミッド
の段階それぞれに応じた支援を行います。

例えば、健康管理・日常生活スキルは、若者と支援者で
暮らす共同生活の中で身に付けます。対人スキルは、K2 の
すべての取り組みが、多様な人との関係性の中で行われる
ので、これまで家族のみがコミュニケーションの対象であっ
た生活とは大きく変化できるようにしなければなりません。

また、就労スキルを身に付け、自分の適性に合った仕事
を見出すためには、就労前の職業体験や、自分の適性を見
出すための相談をするなど、主体的に考え、活動できるよう
サポートする必要があります。

若者の自立をサポートする主な活動
私たち K2 インターナショナルグループは、グループ内に

複数の組織をつくり、それら組織の中でも子どもの育ちや若
者の自立に向けてさまざまなプログラムが行われています。
とてもたくさんのプログラムがあるので、一部を紹介します。

共同生活寮（横浜市磯子区根岸地区　4棟）
一足飛びにアパートを借りて一人暮らしではなく、中間ス

テップとしての「共同生活」。ほどよい距離感のある、身近
な他人同士の暮らしが、若者たちに自己成長を促す場面や
機会をもたらします。スタッフが共に寝起きし、一人一人の
成長を見守りながら基本的な生活スキルからコミュニケー
ション、仲間づくり、職業定着、余暇の過ごし方まで、生
活を通じて体得のサポートをします。

にこまるソーシャルファーム＝よこはま型若者自立塾
よこはま型若者自立塾は、K2 が設立当初から実施してい

る共同生活に「農業」の要素を加えた、横浜市と協同で実
施している長期型（6 ヶ月～）の合宿型プログラムです。

横浜市磯子区内にある寮とすぐ隣りにある畑を使い、共
同生活と農業体験を通じて、若者たちに働くための力を取
り戻してもらいます。

畑は「にこまるソーシャルファーム」と名付け、「にこま
る食堂」他、K2 のレストラン「お好み焼ころんぶす」や「ア
ロハキッチン」などに収穫した野菜を提供しています。

農業体験の効果
農業体験をすることは、「働く」ことのきっかけづくりには

とても良いと思っています。

自分が畑を耕し、種や苗を植え、
作物が育つ、収穫する。一連の作業
が目で見てわかるので、達成感があ
ります。また、皆で一緒に働くことが
できるので、仲間もできやすいので
す。さらに、K2 では収穫した野菜を
K2 の食堂等で実際に活用できるので
すから、やりがいもあります。

にこまる食堂
K2 グループでは、課題を抱えた若者たちの「働く場」を

つくることも大切だと考えています。「にこまる食堂」もその
１つで、食堂内では多くの若者がジョブトレーニングをして
います。「にこまる食堂」自体のお客さんは地域の人たちで
あり、食堂の運営自体が「若者支援」の理解促進にもなり、
その売上の一部は支援金として活用しています。

株式会社うんめえもん市
東日本大震災直後から、K2 の元スタッフが宮城県石巻市

で被災したことをきっかけに、地域の復興を目指した活動を
続けています。すでに震災から時間が経過していますが、「忘
れないこと、続けること、進化す
ること」をモットーに、10 年、15
年といった長いスパンで地元の方
たちとのつながりも大切にし、今
では石巻に住所を移し生活する若

中間ステップとしての共同生活 にこまるソーシャルファーム

食堂メニュー価格：どなたでも 350 円～
会費 1000 円（6 か月）の会員になった方は 250 円～

にこまる
循環農法

レストラン運営堆肥づくり

畑作業
採りたての
新鮮野菜

栄養満点の堆肥を畑へ

食べ残しを
有効活用

おいしい料理に変身

・お好み焼きころんぶす
・アロハキッチン
・250 にこまる食堂
・うんめぇもん市
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者も増えてきました。当初のモットーも「石巻はおもしろい・
石巻はチャンス・石巻で生きる」へと進化しています。

若者の就労・自立に重要な「家族の社会化」
長い間、社会との関係を失い、友人もおらず、両親など

の家族が唯一のコミュケーションをとる相手となってしまっ
ていると、若者と家族（特に親）の間に適切な精神的、物
理的距離感を保てず、親子関係、兄弟関係が危機的状態に
陥ってしまい、社会との壁がますます高くなってしまう傾向
があります。不登校やひきこもりの子どもや若者がいる家庭
は、子どもや若者だけが当事者ではなく、家族も深く悩み
を抱え、何とか事態を変えたいと思っていながら、どうする
こともできない状態が続いていることが少なくありません。

だからこそ、私たちは、まさに悩みの中にある家族にも、
支援の目をむけています。当事者である若者自身だけでは
なく、その家族に対し、支援を通じて生活の質の向上や社
会参加を促すことで、家族関係を適正な状態にする手助け
となります。K2 では、家族が悩みを相談し、社会との接点

を増やしながら元気を取り戻していくことで、若者自身にも
良い影響があると考えており、その家族が主体となる「家
族の会」や「家族ボランティア（ママコーチ）」の活動を大
切にしています。親同士が集まり悩みの共有や対話を行う
こと、自分の子ども以外の若者の課題に目を向けることは、
目標とする「家族の社会化」にも、大きな役割を果たすと
考えています。

神奈川県 SDGs 社会的インパクト評価実証事業
上記の通り、私たちは「家族支援」そのものが、若者の

自立就労を支える重要な要素であると考えています。その
中で、2018（平成 30）年度に神奈川県で実施された「SDGs
社会的インパクト評価実証事業」において、K2 の家族支援
の効果の検証を行いました。

家族が K2 の支援を受けて、元気になり、社会の中で役
割を持って生き生きと生活するようになっていくには、いく
つかの段階を踏む必要があること、その初期～最終期の過
程の中で、K2 の支援が果たす役割はどういったものなのか

K2 インターナショナルグループ　09

K2 INTERNATIONAL GROUP MAP

根岸駅周辺に共同生活寮・相談事業所・食堂などを運営



ということの確認、また、現在の活動内容と効果は充分で
あるのかということなどを、社内で何度も検討しながら評価
実証しました。

おもしろい子（個）を育てる
放課後ドラマ “ぽにょ＋”

K2 インターナショナルグループでは、学童保育も行って
います。以前は、横浜市放課後児童健全育成事業、学童保
育「ぽにょぽにょ学童クラブ」でしたが、現在は、学校（教
育）でもなく、家庭（しつけ）でもない、第 3 の育ちの場と
して運営する、K2 の自主事業へと進化・発展しました。子
どもたち自身がそれぞれお互いの個性を “ おもしろがれる ”
ようになって欲しい。学校でもない、家庭でもない、自分が
自分らしく過ごすことが出来、それを認められる場所。「放
課後にこそドラマがある」という想いをこめて、「放課後ド
ラマぽにょ＋」という名称になりました。

ぽにょ＋では、“おもしろい子（個）を育てる”をモットーに、
多様な人と出会い多様な体験を通して、自分の未来を、社
会の未来も切り拓いていくチカラのある子どもたちの育成を
目指した場づくりをしています。子育て期から青年期まで途
切れの無いサポートを目指している私たちですが、かつて、
不登校やひきこもりの当事者だった若者が、結婚し、子ど
もを授かり、ぽにょ＋を訪ねるケースもあります。

社会になじめなかった自分だけど、我が子には、多様な
人の中で元気に育って欲しい
と思う、親としての気持ちが
伝わります。また、元当事者が、
保育士の資格をとって、スタッ
フとなっておもしろい子を一
緒に育てる仲間となっている
ケースもあります。

“ぽにょ＋” 子どもに伝えたいこと　
　　　
・勝ち抜くための力ではなく生き抜くための力
・何度でもやり直せる力
・自分で考え自分で判断する力
・免疫力
・フレキシビリティ
・ダイバーシテイ（多様な人間関係）
・知識より知恵

所在地
TEL
WEB
代表者
開設年月日

活動内容団体の概要 株式会社 インターナショナルジャパン

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働就労支援

生活支援

学習支援

支援者との交流

3

3

2

3

3

活動の自己評価
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3

K2インターナショナルグループは、発足からの30年以上継続的に不登校やひ
きこもりの子ども・若者の支援を行っており、その経過の中で、必要な取り組み
を導き出し、実践している。そのため、活動はとても包括的。

放課後の居場所のレイアウトも工夫されている
子どもたちに仲間ができ、たくさんの豊かな経験ができるように、という願い
が込められている

横浜市磯子区東町 9-9
045-752-5066
https://k2-inter.com/summary/
金森 京子
1996 年 1 月

若者就労支援事業／オルタナティブ留学事業／ K2 フード部門　
自営飲食店事業 その他事業／若者自立支援事業／子育て支援
／障害福祉サービス／よこはま型若者自立塾

神奈川県 SDGs 社会的インパクト評価実証事業
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/documents/4.pdf

31



32

とが出来ないかと考えていました。定年退職してすぐ、「自
然の中で子どもたちを遊ばせてあげたい」と声を上げてみ
ると、幼稚園に通っていた子どもたちの親、ボランティア
活動等を経て知り合った人等がスタッフとして集まってく
れたんです。こうして 2015（平成 27）年 7 月、「にのみや
子ども自然塾（以下、自然塾）」を任意団体として立ち上
げることができました。

早速、東京大学果樹園跡地を子どもたちの遊び場として
活用して欲しいと町に提案しました。すると、果樹園跡地
の一部を活動日に貸出しするルールを町が作り、遊び場の
活動ができるようになったのです。同じような志をもったプ
レイパークの活動者たちや、博物館の学芸員で昆虫観察の
専門家、昔遊びの活動をされている方々など、さまざまな
人や団体と連携をとり、知り合い、アドバイスを受ける機会
なども得て、本格的なプレイパークの活動を始めました。

自然のなかで育まれる「生きていくチカラ」
自然塾では、果樹園跡地を借りながら、さまざまな形式

の遊び場を定期的に提供しています。親子でも子どもだけ
でも皆で自由に遊べる「冒険遊び場」、小学生に向けて遊び
場を提供する「にのっこプレーパーク」、未就学児を対象に
遊び場を提供する「さとっこ」、「自然観察会」など、講師と

二宮町の魅力と暮らす人たち
二宮町は人口約 2 万 7 千人の小さな町です。JR 東海道

線の駅はありますが、快速は止まりません。だからこそ、
利便性が第一と考える人は暮らす場所として選ばないかも
しれません。でも、海があり山があり、自然豊かなこの町
には、若い人や家族が移り住んでくるケースがあります。
住民同士、世代が違っていても、そういった価値観が似た
人が多い地域なのかもしれません。にのみや子ども自然塾
にたくさんの親子が訪れるのも、この地域で子どもたちに
思いっきり遊ばせたいと思う気持ちが皆のベースになって
いると思っています。

二宮ならではの社会資源を活用して誕生！
「にのみや子ども自然塾」

幼稚園に勤めていた時から気になっている場所がありま
した。東京大学果樹園跡地。大学での研究を目的に開か
れていた果樹園でしたが、2008（平成 20）年に閉園し、
その後、二宮町が購入した土地です。当時、この土地の活
用方法について、検討会が開かれていました。私は、「自
然豊かな場所で子どもたちを思いっきり遊ばせたい」「自
分で考え自由に遊ぶことができる場を地域に作りたい」と
いう気持ちがあったので、遊び場としてこの土地を使うこ

中郡二宮町10
地域のみんなが自然のなかで
仲良くなる、楽しく遊ぶ

三
み や け
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にのみや子ども自然塾  代表

にのみや子ども自然塾

プレイ
パーク
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ら、木の枝にロープをかけたりと、一生懸命作業します。ブ
ランコが完成したことで、T君は達成感、満足感でいっぱいで、

「今日は最高の一日だった！」とお母さんに報告したそうです。
子どもたち一人一人が、自分の「やりたい！」を見つけて、

それぞれの方法で、工夫をしながら、それぞれのぺ―スで
実現させる。そんなチャンスが、自然の遊び場には溢れて
います。子どもたちは、その遊びを積み重ねる中で、喜び
や達成感を感じます。また、友達や大人、さまざまな人と
一緒に助け合うことも学んでいると思います。

応援する人や団体の広がり
遊び場は、子どもたちだけでなく、大人たちのつながり

も生み出しました。さまざまな地域の人や子育て中の保護
者たちが集まって始めた自然塾でしたが、参加する親たち
や活動の様子を見かけた大人たちが活動に賛同し、スタッ
フとしても参加してくださっています。

さらに、地域のお店や子どもたちにさまざまな体験プロ
グラムを提供できる人などの協力者も現れ、遊び道具の提
供や新たなプログラムの開催など、子どもたちの遊びに広
がりが生まれ始めています。「木工基礎講座」もそのひとつ。
冒険遊び場で子どもたちが使う木材を提供してもらった家
具工房屋さんとやり取りをする中で、子どもたちに木工を
教えてもらえることになりました。

また、町内の小中学校の先生たちとも連携の輪を広げて
います。学校に登校できない小中学生のための教育支援室
に通う子どもたちが果実園跡地にやってきて遊んだり、自
然塾のスタッフが小学校に行き、「放課後子ども教室」の

PROF I LE

　結婚を機に、二宮町で新生活を始める。3 人の子どもに恵まれ、子育てをしな
がら、図書館での読み聞かせボランティアや人形劇などにも参加し、小さな町の
なかで、たくさんの仲間もできた。幼稚園教諭と小学校教員免許を活かし、子ど
もが卒園した幼稚園で幼稚園経論としての仕事を始め、子どもたちがのびのび育
つ保育を考え、実践。30 年以上の二宮町での暮らしには、いつも子ども達や、
それを取り巻く仲間たちがいて、今の活動につながっている。

共に過ごすことのできるプログラムを開催しています。
遊び場では、子どもたちは自由に遊びます。親子で楽し

む子もいれば、子ども同士で思い思いに過ごす子もいます。
冒険遊び場ではスタッフはいますが、どんな遊びをするのか、
どんな時間を過ごすかは、子どもたちに委ねられています。
木登りをしてみたり、火を焚いてみたりと、普段の遊びでは
体験できないことをやってみることができます。子どもたち
のやることに禁止事項はほとんどありません。自身で考え、
自身の責任で遊ぶ。それをスタッフたちで見守っています。

自由に遊ぶ中で、遊ぶための工夫をしたり考えたり、共
に遊ぶ仲間の気持ちを察したり共感したり、“ エラー ” を繰
り返すことで危険回避を学んだり…子どもたちにとって、さ
まざまな力を自然に身に着けていくことができる機会になっ
ています。にのみや子ども自然塾はのびのびとした遊び場、
そして学びの場です。遊ぶことで身に付けた力が、「生きて
いくチカラ」になる。そう信じています。

あるとき、参加していた小学 4 年生の T 君は、小さい子
どもたちのために置いてあった
タイヤを使ってブランコを作り
たいとスタッフに聞いてきまし
た。おじさんスタッフは、ロー
プをタイヤにつなげたり、木に
ぶら下げるために子どもを肩車
してあげたりと手を貸します。
高いところが怖い子どもも、ブ
ランコ完成を夢見て大奮闘。お
じさんに肩車をしてもらいなが

所在地
E メール
WEB
代表者
開設年月日
参加者数
スタッフ

活動日
活動内容

団体の概要 にのみや子ども自然塾

中郡二宮町中里 518  東京大学果樹園跡地
kodomosizen@yahoo.co.jp
http://ninomiya-kodomo.sakura.ne.jp/
三宅 栄子
2015 年 7 月
2,500 人（2018 年度開催分）
35 人（自然塾の会員として所属）

プログラムごとに定期開催。
観察会や講座はホームページにスケジュールを掲載。

地域の概況

〈中郡二宮町〉
人口は約 2 万 7 千人。南に向かって広くなっていくように、三角形
になっているのが特徴。ミカン畑などの山の幸、相模湾からの海の幸
と自然に恵まれた町。国道 1 号や JR 東海道本線、東海道新幹線等
の交通が入り組んでいる場所でもある。
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を心がけています。
一方、広がっていく活動に対し、ボランティアの不足も

課題となってきました。大人は仕事や家庭などの都合で、
毎回自然塾の活動に参加できるわけではありません。複数
ある活動を役割分担を決めて進めることや、自然塾以外の
関係機関との連携をつくることなども、今後自然塾が継続
した活動を行っていくために必要で、大切なことになって
いくと思います。

現在、遊び場の常設化を目指してプレイリーダーの養成
講座への参加をお願いする等、現在会員として活動に協
力しているスタッフたちのステップアップも促しています。
今後も広がっていく活動や、年々変化していく子どもたち
の環境などを見ながら、スタッフたちでどう対応していく
のかが、今後の大きな課題のひとつです。

ために、遊び場を提供したりしています。子どもの遊びに
関して、行政や子ども会などから協力を依頼されることも
あります。

新たに見えてくる子どもたちのニーズと
人材養成の必要性

遊び場での子どもたちの様子を見て、「忙しい子どもが
増えた」と感じます。習い事や塾で、放課後の時間や休日
に自由な時間が少なく、子ども同士で遊ぶことも減ってい
るように見えます。自然塾のスタッフたちは、果樹園跡地
で遊び場を開いて待つだけではなく、さまざまな機会を通
して、子どもたちに良い遊びの時間が得られるような活動

にのみや子ども自然塾10

さとっこ

昆虫・自然観察会

木工基礎講座

第 2、第 4 火曜日　10 時～ 13 時　参加費：1家族 100 円
0 ～ 3 歳の子と親が遊び場を楽しむことができます！皆でお
鍋を作って食事をしたり、子どもと一緒にのんびりとした自
由時間を過ごすことができます。親同士の交流も！

年間 4 回
講師をお招きし、果樹園跡内の自然や生息する虫たちなどを観察します。
解説を聞きながら触れる自然には新たな発見があるかも？

年 1 回
木材をたくさん使って工作しよう。家具工房さんのアドバイスを聞きな
がら、自分だけの作品を作り出せ！

にのみや子ども自然塾

冒険遊び場

にのっこプレーパーク

隔月第 3 日曜日　10 時～ 14 時
参加費：1 人 100 円

「東京大学果樹園跡地」の自然をめいっぱい使って遊び
ます。子どもたちは思い思いに活動！木に登ったり、工
作したり、焚き木をやってみたり…。自分のペースで遊
びながら、生きる力を育みます。「親子の遊び場」として
開催しているので、大人も一緒に楽しむことができます。

毎月第１日曜日　10 時～ 16 時
小学生を対象に開催しているプレーバーク。プレーリー
ダーと共に、大自然の中で自分で考え工夫して自由に遊
ぶことができます。
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喜びを感じる子どもたちの成長
達成感や満足感、挑戦した経験を、子どもたちは遊び場

の外でも発揮します。地域の公園で遊ぶ際にも、遊び場で
見つけた遊び方を取り入れる子どもの姿も見られるように
なりました。また、自然の中で遊ぶ機会が失われつつある
今、その機会を求めて町外からも参加者がやってくるよう
になりました。これらは、活動を続けて見られた変化のひ
とつです。

子どもと共に参加する親にとっても、この遊び場はリラッ
クスできる場所になっています。一緒に遊んだり、自然の
中でのんびりしたり、親同士のつながりが生まれることも
あり、遊び場は子育て支援の場としても成り立っているよ
うです。

遊び場での遊びを通して広がっていく子どもたちの輪。
遊び場の活動、運営を通じて広がっていく大人同士の輪。
にのみや子ども自然塾は、人同士がつながり、影響し合う
ことで、新たな何かを得るきっかけの場として、遊び場を
提供していきます。

にのみや子ども自然塾　スタッフ
小さな頃、原っぱが身近な存在でした。

花冠をつくったり、野草を持って帰って天
ぷらにしてもらった事を今でも憶えていま
す。世の中には新しいものや場所がたくさ
ん増えたけれど、わたしの原点でもある“自
然の中で過ごす”ということを自分の子どもにも体験させて
あげられるのはありがたい環境です。

子どもが小さい時期、特に一人目だと家にこもりがちだけ
れど、ここに来たらいつものスタッフがいる。お友だちもいる。
お母さんの心の健康にもとても良いと思います。

そして自然の中で食べるごはんは最高です。自然の中で開
催される自然塾の企画はこれから先も、ずっとあり続けて欲
しいと思います。より魅力的な場所に進化して行くのも楽し
みです。

子ども同士の交流

家族対応

相談

ネットワーク・協働就労支援

生活支援

学習支援

支援者との交流

3

2

3

30

2

活動の自己評価

2

2
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にのみや子ども自然塾
活動のプロセス

・群れて遊ぶ子どもを見かけなくなった
・自然の中で遊ぶ子どもを見かけなく

なった

・町で活用方法検討中の「果樹園跡地」
・同じく子どもたちに遊び場を与えたい

気持ちを持った大人で集まる

「果樹園跡地」での遊びの企画
・「自然観察会」などの講師を招く
・他団体や行政への協力の呼びかけ

・プログラムの増加や拡大
・新たな協力者

子どもたちの新たな遊び
・活動する大人同士のつながり
・「支援教室」等との連携

子どもたちが自然の中で遊ぶ機会の提供
・保護者の憩いの場になることで子育て支

援の場になった
・移住者や町外の参加者が新たな関係を

作るきっかけになった
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こまちぷらす  代表

こまちぷらす11
自分が学校や職場で良しとされていた価値観（例えば「よ
り速く、より多く、より強く」というようなもの）とは全く別
の価値観です。子育て情報も世の中にはいっぱいあるけれ
ど、何が正しくて、どんな暮らしが良いのかはわからない中
で、自分自身リセットしなければならないと感じました。同
時に、社会から取り残された感と、孤独感。次の自分を見
つけることはそう簡単ではありませんでした。

そんな時、戸塚区の子育て支援拠点の立ち上げの情報を
得て応募し、月一回、立ち上げの会議に参加する機会を得
ました。子どもを連れて会議に参加する時、同じように参加
していた、異年齢の地域の方々が、子どもを抱っこしてくれ
ました。先輩ママさんでもある皆さんは、私の子どもに温か
な眼差しを注いでくださいながら、母親の私の話もいろいろ
聞いてくださいました。その時、久しぶりに「自分がそこに
存在している」という新しい感覚を実感できたのでした。支
援以上に「参加」が大きな力になると感じました。
「この感覚を皆と共有したい、いろいろな人が孤独を感じ

ず、外に出てこられるようなものを作りたい―」会議への参
加を重ねることで、そういった漠然とした想いが強くなりま
した。

自分の出産で感じた孤独感、不安感
活動を始めたきっかけは、自分の出産のときに味わった、

何とも言えない孤独感、孤立感、不安感でした。それまでは、
学校や職場というコミュニティが存在し、その中で自分の居
場所や役割がありました。ところが、出産を機に会社を休み、
突然なじみの薄い地域の中に入り、経験したことのない生
活が始まりました。

子育てがはじまり、子どもの小さな成長をゆっくりと待つ
こと。そんなことがとても大事ですが、それは、それまでの

森
もり

  祐
ゆ み こ

美子さん

横浜市戸塚区

子育てが「まちの力」で
豊かになる社会をつくる

地 域
交 流

相 談

居場所
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所在地
TEL
WEB
代表者
開設年月日
スタッフ数
活動日

活動内容

団体の概要 認定 NPO 法人 こまちぷらす

PROF I LE

えてもらいました。2014（平成 26）年には横浜市「まち普
請事業」に挑戦をしましたが、そのコンペを勝ち抜く１年間
弱、担当職員の方々が我慢強く伴走してくださいました。「自
分たちは何をやりたいのか、何をすべきなのか」を仲間と
明確化する機会を得ました。この時間は非常に大切な時間
になったと思います。事業の明確化ができたことが、自分た
ちの進むべき方向を明確にし、活動の展開にも大きく役立
ちました。また、そのコンペの最終発表時には、商店会や
たくさんの地域の方が応援にきてくださってたくさん勇気を
もらったのも忘れられないことの一つです。

そして、戸塚の商店会の皆さんとのネットワーク。今の
場所にカフェを構えてから商店会のいろいろな方とコミュニ
ケーションを深め、活動を少しずつ一緒にするようになり、
今では法人として事務局をつとめるようになりました。商店
会として今は「こども・高齢者・障がいをもった人も誇りと
居場所と出番を感じられる地域」というビジョンを掲げて活
動をしていますが、子育てがまちで豊かになっていく社会を
描いたときに、こういったネットワークで取り組んでいくこ
とは欠かせません。

戸塚というエリアを活動拠
点として得られたこと、戸塚
を中心としてたくさんの方と
のネットワークを得られたこ
とが、活動基盤構築のため
の原動力となっています。

現状と課題
たくさんのスタッフやこまちパートナー（ボランティアメ

ンバー）と一緒に事業をつくっています。働き方や働き甲斐、
関わりたい範囲や度合いもさまざまです。でも多様な人が
いるからこそ、「あの人にならば自分の話ができそう」と足
を運んできてくださる方が相性の合う人と会える確立も高ま
ります。その多様な在り方を共存させながらも、目指してい
る社会に向けて力強く進められるにはどんな組織づくりをし

Try and Errorの始まり
スキルじゃなくて人として受け止められたい！

２人目の子どもの出産、育
児休暇取得後、会社勤めに復
帰しました。私が勤務してい
た会社は、私が子育てがしや
すいよう、当時最大限の配慮
をしてくれました。しかし、子

育ての今の環境をそのまま引き継ぎたくないという思いが捨
てきれず会社を退職し、親子サークル、赤ちゃんサロンな
どを一緒にやっていた仲間ママ友６人に声をかけて、こま
ちぷらすを立ち上げました。地域に誰でも気軽に来ること
のできる居場所を作りたいという想いを実現するため、週 1
回、間借りしての活動スタートでした。「行政からの助成金
などには頼らない」と思って始めたので、場所、お金、仲間、
すべてに苦労の連続でした。２度の移転もあったり、組織
崩壊というピンチもありました。一方、ちょうどその苦しい
時期に横浜市の「まち普請事業」に手を挙げて、幸運にも
採択され、現店舗に移転することになりました。新たにメン
バーを募り、時間をかけて話し合い、自分たちが今の場所で、
商店会の人たちと一緒に「子育てを通して豊かなまちを創っ
ていく」ことを目指して活動することの青写真がやっと描け
たと思っています。

いろいろなネットワークが私たちを支え広げる
活動の立ち上げ、活動の継続維持、活動の展開、どの側

面を捉えても、私たちの活動には「ネットワーク」が必要不
可欠でした。立ち上げ時は、ママ友たちとのネットワークや
子育て支援拠点、区民活動センターなどさまざまな中間支
援組織の既存ネットワークに助けられ、NPO 法人としての
スタートの仕方、組織運営や事業展開、多様な世代との接
点づくり等、活動していくことができました。

継続維持の場面では、一度組織として方向性を見失って
しまったときがありましたが、その時にもたくさんの方に支

横浜市戸塚区戸塚町 145-6 奈良ビル 2F
070-5562-9555
 https://comachiplus.org/
理事長　森 祐美子
2012 年 2 月
45 名　こまちパートナー 162 名 
月～土　10：00 ～ 17：00

① 適切な情報を届ける（地域子育てカレンダー、とつかの子育て応援ルーム
とことこ情報スペース運営）

② 飲食の提供・居場所づくり「こまちカフェ」
③ 多様な人々の境的包摂を推進
④ レンタルスペースの貸出・haco+
⑤ つながり事業（ウェルカムベビープロジェクト、つながりデザインプロジェクト）
⑥ 提言・啓発

2003 年 4 月にトヨタ自動車に入社、海外営業や海外調
査に従事。子どもの出産後孤立した子育てへの危機感を
感じ 2012 年同社退職、ママ友たちと「こまちぷらす」を
設立。2019 年「認定 NPO 法人こまちぷらす」に。横浜
市戸塚区に根差した居場所「こまちカフェ」の運営を中
心に、子育てがたくさんの街の方の「我が事」となるよう
なプロジェクトを展開。
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たらいいか、関わりのデザインがしていけるかが、これまで
もこれからも課題です。

こまちカフェ
こまちぷらすが最初に目指した

「子育て中のお母さんたちに居場所
と情報を届ける」というメインの取
り組みとして、こまちカフェは誕生
しました。現店舗での営業は 2014

（平成 26）年に開始しました。
お母さんたちに、両手を使って

ゆっくりと、あたたかいうちに料理を食べてもらえるよう、
平日のランチタイムには「見守りボランティア」がいて、赤ちゃ
んを抱っこしたり、店内で遊ぶお子さんを見守ります。

また、飲食のスペースには手づくり雑貨の販売、店内奥
にはイベント用のスぺースがあり、イベントを開催されたい
個人や団体に貸し出しもしています。こまちぷらす主催の会
も定期的に行っており、お子さんの発達が気になる方のた
めの「でこぼこの会」、ダブルケアの方のための「ケアラー
ズカフェえんがわ」、不登校・ひきこもりの子をもつ方のた
めの「ほっとひと息金曜日」といった「自分の思いを話せて、
誰かの思いにふれる場」も作っています。

こまちカフェは、気軽に立ち寄りリフレッシュできる「カ
フェ」の機能と、その「場」から地域の担い手が育まれる
という機能を持ち合わせる居場所で、活動の中心的な機能
を果たす最も大切にしている事業です。いろいろな人が来
て、スタッフとおしゃべりしたり、ゆっくりご飯を食べたり
しています。そこで語られる何気ない会話や一人一人の表
情から、その人のニーズやその人の可能性など貴重な情報
が得られるので、その小さな情報を大切に、丁寧に拾い上
げながら事業を企画したり、あるいはスタッフとしてのつな
がりを提案するなど、事業の維持発展のためにも大切な場
となっています。

敷居の低さ、居心地の良さが、結果としていろいろな人
のつながりを紡ぐ場所になっています。
例えば、お母さんがカフェとつながるこ
とにより少し前向きになれると、一緒に
来ていた子どももカフェで、人とのつな
がりができるなど、年齢を問わずいろい
ろな人の日常のつながりを育てる居場所
となっています。

つながりデザインプロジェクト
飲食やイベントなどをきっかけに「こまちカフェ」を訪れ

た方々が、新しい社会との出会いのきっかけとなり、自分の
やりたいこと見つけ、やがて「地域の誰かの役に立つ」ま
での循環を生み出す取り組みとして、「こまちパートナー」
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というボランティア登録制度を実施しています。カフェとい
う日常に近い場で、その居場所の登録ボランティアになり、
居場所の中で少しずつ自身の活躍のチャンスを見つけ、そ
してやがて「まちの担い手」に「いつの間にかなっていた」
ということを目指しています。こまちカフェという場を通じ
て、いろいろな人に出会い、コミュニケーションをし、意欲
や想像力が満ちた時、新たな実践者としてともに活動する
仲間を少しずつでも増やしていきたいと思っています。現在
スタッフ約 45 名、こまちパートナー約 160 名、その他さま
ざまな形で多くの方が活動に関わってくださっています。

こまちパートナーの方々の「やってみたい」が実現したイ
ベントや取り組みもたくさん生まれ、こまちぷらすの活動が
より豊かになっています。

とつかフューチャーセッション
立場の違いを超えて人々が集い、社会的課題をさまざま

な角度で見つめ、対話し、 協業する場を継続的につくるため
に「とつかフューチャーセッション」というワークショップ
を「子育て」「介護」「障がい」をテーマに 2016（平成 28）
年度より開催しています。ゲストスピーカーの講演や、当事
者の声を通したワークから、「自分に何ができるか？」を一
緒に考えています。 また、法人のビジョンと共に「目指し
方」として掲げている〝Think global, act local″にもつな
がる取り組みとして、2018（平成 30）年度は「海の向こう
の声」も集めて、自分たちの地域の在り方を海外の現状や
当事者の声に触れながら対話を
深めるという試みも行いました。
このような対話のきっかけづく
り、あるいはテーマの明確化の
ためのツールの開発にも、時間
をかけて取り組んでいます。

子ども同士の交流
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