
たように思います。“絆”は数字や形になっては見えない
けれど、なくてはならないもの。市民のくらしや活動、事
業を支える土壌です。豊中の「市民力」の土壌がより広
く、より深く、豊かに育っていってほしいものです。　

　サロン受託を卒業した「きずな」は、といえば、「民」と
しての自由度を活かし、これまで以上に“のんびり”と“力
まず”に、そして持ち味の“いい加減さ”を大切にしなが
ら、これまで通り理念を大切にしながら、「民」のフリー
スペースネットワークなど新たな場で“絆”づくりを続け
ていきたいと思っています。これからは、市民活動情報
サロンの利用者としてサロンを活用させていただきたい
と思います。これからもお付き合いをよろしくお願いい
たします。　　　　　　　　　（代表理事   永田良昭）

とよなか市民活動ネットきずな　ニュースレター
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 　「豊中市市民活動情報サロン」は2004年7月から、
「とよなか市民活動ネットきずな」が、豊中市より受託し
運営してきましたが、新年度から次期運営者にバトン
タッチすることになりました。きずなの組織の高齢化、
運営のマンネリ化などを考慮し、余力のある間に、「民」
としての自由度を活かしたもう一つの市民活動のありか
たを模索してみたいと、決断しました。これからも市民
活動情報サロンが、新たな発想で、市民によりよいサー
ビスを提供していただくことを期待したいと思います。

　「きずな」がサロンの運営を受託する中で、いろんな
人々や団体との出会いがありました。いろんな情報が
飛び込んできました。いろんな課題も見えてきました。
そんな中から、いくつかの新たなネットワークができあ
がってきました。サロンのステーション事業で、市民の
皆さんからの相談に、「民」としての持ち味を活かして相
談にのってくださってきたＮＰＯ等市民活動団体、豊中
まつりの市民ふれあい広場をいっしょにつくってくだ
さってきた団体、豊中の市民文化を支える会の市民文
化祭参加団体、など多くの団体のみなさんとのネット
ワークや、豊中の市民公益活動の中間支援団体との
ネットワーク「共同デスク」などです。また、ウイークリー
サロン事業からは、参加してくださった市民や団体が知
り合い、話し合える“絆”ができあがっていきました。「き
ずな」が設立の時にめざした「市民力」の“絆”が、時間を
かけながら、ゆったりと熟成し始めているように思いま
す。

　ふりかえってみると、市民活動情報サロンは、「市民
力の絆」を培養する大切な場としての役割を果たしてき

豊中の｢市民力｣の
新たな可能性は“絆”に

2013年４月から、
きずなの事務所・
連絡先は下記になります

〒560-0026 
豊中市玉井町２－９－２３
鷲埜マンション1階　WILL SPACE

▶WILL SPACEは（特活）であいの郷市民委員会が開設
し、市民や市民活動団体が利用できる場所です。30人ぐら
いまでの会合やさまざまな活動に使えます。そのWILL 
SPACEの奥にある部屋がきずなの新事務所になります。
▶総会や定例会、打ち合わせなどにはWILL SPACEを使
わせていだきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。　

きずなの新事務所
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きずな
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Q：坂田さんはサロン業務で何を大切にしてきましたか？
（坂田）決して一方向から見ない、相手の立場で考える、答はご本人が
見つける、その手助けになればというスタンスで仕事をしてきました
が、相手の方にとってはどうだったかな？漠然とした感じで相談に来
られた方が、一緒に考えを整理していき、最後によくわかったといっ
て帰られるときは手ごたえを感じてうれしかったですね。サロンの業
務では、見直しなどが不十分で結構ミスが多く、これは他のスタッフ
に随分助けられ感謝しています。もう少し余裕があればと自分に言
い訳していますが、家族に言わせると、昔から注意力散漫だったそう
です。
（平尾）坂田さんが色んな人たちと接したり、イベントを運営したりし
ていくときのパワーは、｢テンネン｣の真っ直ぐさと、表現力ですね。だ
から、坂田さんの周りはいつも議論と笑いがあります。
 
Q：これからの市民活動に望まれることは？ 
（平尾）最近｢コミュニケーション｣がいろんなところで力説されていま
すが、表現力とか、持続力といった団体としてのスキルを身につけた
り、スタンスを明確にしたりなど、じっくり取り組んでいきたいです
ね。
（坂田）若い人に入ってきてほしい。ボランティア、市民活動には決
まったスタイルがあるのではなく、参加する人たちで作り上げていく
ものだと思います。参加の仕方、かかわりの濃淡を認め合いながら、
社会が少しでもよい方向へ行くために地道に活動していくことが大
切かな。長年活動してきた人にはそれなりの市民活動観ができてい
るでしょうが、若者の発想を聞く姿勢を持つ、若い人も気後れせず、
新しい風をどんどん入れていってほしいと願っています。

サロンに行けばいつもお2人に会える。それがどんなに心強いこと
だったか。居られるだけで安心できる平尾さん。気がつけば、必要な
書類が整っている。通称「平尾曼荼羅図」にも、どれほど客観的視点
をいただいたことでしょう。そして、元気で旺盛な好奇心で何事にも
夢中になり、時々大丈夫かなと周りが心配してしまう坂田さん。笑
いの渦の中心に彼女がいて、きずなの活力、推進力になりました。こ
の2人の絶妙のバランスが9年間のサロン受託を支え、きずなが多
くの多様な市民活動団体の方々に、親身になって相談できる原動力
でした。感謝多謝です。そしてこれからもともに歩みたいです！よろ
しく！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鵜川）

Q：この９年間をふり返って印象に残っていることや

感じていることは？ 
（平尾）９年間いろいろあったけれども、そのつど会員が適応力を
発揮して、なんとか、｢テキトー｣に乗り切ってこれたなあ…、という
印象があります。機関紙とか広報誌づくり、サークルや会議の運
営などに、長く関わってきた経験を活かせたので、楽しくやってき
ました。
（坂田）とにかくいろんな人と出会え、気づき、学ばせていただきま
した。よく人に言われますが、随分大人になったようです（笑）。上
下関係や利害関係がないところで仕事ができて、貴重な経験でし
た。

Q：サロン業務においてきずなと行政の狭間で苦心し

たことは？
（平尾）｢狭間｣といえば、この間、きずなとサロンを担当するコミュ
ティ政策室のコミュニケーションの問題に注目すべきことと思いま
す。というのも、双方で真逆の変化が進行しているからです。きず
なは、市民の活動現場で交わされる生活感覚のある｢生きた情報｣
に関心を強め、一方、市は、大阪府からNPO法人の設立認証など
の事務権限移譲認証があって、団体への管理的な対応を強めざ
るをえなくなっています。その狭間での対応に苦心したといえるか
もしれません。地方分権改革の豊中での進み具合を、市民生活の
関わりからどう考えるのかといった意味で大難問だと思ってます。
（坂田）きずなとサロンの事業の切り分けはすごく大変でした。き
ずなの事業であっても、受託団体としてサロンの目的に役立つと
思って、いろんなことに関わり、外部の集まりなどにも積極的に出
ていましたが、逆に時間に追われ、中途半端で、きちっと組織での
情報共有やサロンの仕事に反映させることができなかったのでは
ないかという悔いはあります。

Q：平尾さんはずっと行政職員としてやってこられた後、

きずな事務局長になって違和感はありませんでしたか？
（平尾）私自身は、行政での現役時代から、市民社会として豊中市
が良くなっていってほしいと考えていましたから、全く違和感はあ
りません。でも、私を知らない人から見れば｢元公務員｣であり、誤
解されることもあるのでは、と心配することはありました。
（坂田）平尾さんは、私とは対照的で、話をじっくり聞かれますし、
相手の考えを否定することは全くありません。だから今でも行政
関係の人、特に若い人がたくさん相談に訪れます。来訪者からの
質問で困ったときも「平尾さ～ん」と呼べば、いつも的確なアドバ
イスをしてくださいます。事務局長としては、みんなが好き勝手に
ワイワイ言ったことを、持ち前の集中力で見事に整理され、議論の
まとめや課題整理、文章構成力が抜群で、欠くことができない人で
す。

今年3月末で、「きずな」の豊中市民活動

情報サロンの受託は終了します。その節

目に、この９年間、きずな事務局長、事務

局次長として、サロンの業務の中心的な

役割を果たしてきた平尾和さんと坂田慶

子さんに語っていただきました。 坂田慶子さん・平尾和さん
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活動の歩みと概要などを
　活動は2002年1月に豊中市立青少年自然の家（現在は
青少年自然の家・愛称・わっぱる）で、竹炭づくりを行なっ
たことが始まりで、それ以来、毎年活発な活動を展開して
います。
　内容としては、竹林を保全するために竹を間引いたり、
竹林の整備、そして、その間引いた竹で竹炭づくりをしてい
ます。
　また、それらにあわせて、子どもたち（親も含めて）に能
勢の四季折々の楽しさを求めて、自然の中で遊ぶ楽しさを
体験し、自然を守る大切さを学んでもらっています。
　子どもたちは、この行事に参加することにより、参加者同
士が大の仲良しになり、また、親子のきずなも深まっていま
す。

年間を通しての具体的な活動は？
・4月の下旬には、能勢の野草を採取し食します。
・5月の上旬には、竹炭に使用する竹の伐採作業をします。
・5月の下旬には、竹細工で楽しみます。
・6月の上旬には、ホタル観賞の夕べを楽しみます。
・7月の下旬には、クワガタ探検や能勢の小川で水遊びをします。
・9月の下旬には、竹とんぼづくりで楽しみます。
・10月の中旬には、栗拾い、栗ごはんで楽しみます。
・11月の下旬には，凧づくりをして楽しみます。

　以上のように、子どもも大人も胸がわくわくするような楽
しい行事が目白押しです。
　今年も先日、活動計画（実施日）を決定しました。募集案
内等で日をご確認の上、挙って参加して下さい。 

どのような人が参加しているのですか？
　希望する人は市内外を問わず、どなたでも参加しても
らっています。
　親子での参加が多く、子どもは小学生が中心ですが、下
は3歳から上は高校生までいます。特に、子どもたちにとっ
ては、普段味わうことのできないロマンのあるメニューが
多いこと、また、親しくなった友人と再会できるのが楽しみ
で、何回も続けて参加する人が多くいます。
　年間の参加者は、例えば2010年では、子ども103人、大
人118人、スタッフ46人、合計267 人が参加されました。

開催の案内は？
・市広報とよなかに募集案内（隔月）を掲載してもらっています。
・市立生活情報センターくらしかんの喫茶コーナー、市民活動情
報サロンに募集案内をおいています。
・それ以外にも参加者からの口コミで参加しておられます。

これまでやってきてよかったなぁと
思うことは？
　何といっても、参加した子どもたち皆が目を輝かせ活き
活きとした笑顔を見せてくれ、少年少女時代の楽しい一頁
を飾ってくれていることです。そして、この12年間スタッフ
の皆さんの熱意にも支えられ、がむしゃらにやってきまし
たが、結果として、これまでの活動が評価され、2008年に
は、「第一回とよなかエコ市民賞」を、また、2009年度なに
わのＳＴＯＰ温暖化大作戦「一村一品・知恵の環づくり」事
業大阪大会で奨励賞と共感賞を受賞したことなどです。

今後に向けて思うことは
　”継続は力なり”と言いますが、これからも人の和を大切
にしながら、これまで通り、私流（体裁にとらわれず自然
体）で前進していきたいと思っています。
　
　豊中市をはじめ、多くの民間団体から頼りにされている
入江さん、この10年余の活動実績や、日頃、人から協力依
頼があれば気持ちよく応じておられるその姿勢をみれば
当然の結果のように思います。私は特に、子どもたちが学
校では体験できないクワガタ探検・ホタルの観賞・小川で
の水遊びなど夢のある貴重なプログラムを毎年精力的に
続けておられること
に感心しました。参
加された子どもた
ちは大人になっても
ずっとこの時の感
動を忘れないと思
います。（吉村）

今回は、竹林の保全活動や竹炭づくりなど、環境面での地域

貢献、そして、それらとともに、子どもたちが自然の中で楽しく

遊び・学ぶという活動を通じて、青少年の健全育成にも尽力

されている「竹炭塾」の入江さんにお話しを伺いました。

　  

「リサイクル工房・竹炭塾」

「リサイクル工房・竹炭塾」連絡先
豊中市走井 1-19-13
入江忠徳　090-4033-7550
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編集後記

リレーでつなぐ

市民活動
曼荼羅

❼

 岡崎麻子さん→寺本透さん
おかまち・まちづくり協議会
岡町商店街振興組合

  　　　　長年おかまちのまちづくりや商店街と係わってきた身なので商

店街とまち、人と暮らしについて書きます。商店街は多くの人が訪れ利用する所なの
だから様々な人が出会ったり、そのまちの歴史・文化を発信したりする場をつくること
が大切と発信してきました。お蔭様で、おかまち・まちづくり協議会が中心に文化と人の交
流拠点「おかまち・あーとらんど」が誕生し、10 年以上続いています。この活動は、これから
のおかまちに大きな役割を果すだろうと思います。ただ近年全国で商店街は急速に消滅しつつ
あり（原因や理由は各専門分野から多数語られ、枚挙にいとまがありませんが）今感じているこ
とは、東日本大震災後の今日、商店街の再生 ( 朝市の様な所も含め )が結構叫ばれ、マスコミ
も取り上げています。このことを「震災や津波」といった例をはずして考えた時にも、地方で若
者は都会に出ていき商業は成り立たなくなる＝結果として「買い物難民」を生む。金のない
自治体は当然面倒見切れない。･･･････一方で戦後すぐの商店街のある暮らしが映画・
テレビドラマで注目されている。アノ頃・あの時が懐かしく。挨拶があったり・おしゃ
べりがあったり・小うるさい (よい意味で )人･人･人にあふれていた暮らし!！

大切なことをつなぐとともに商店街の役割は確実に変ったと思う。
そのなかでもう一仕事いるのだろう！

一緒につながりましょう！ご連絡をお待ちしています。

アメリカを動かす思想
―プラグマティズム入門

小川仁志
(講談社現代新書)

発行：講談社
★★★★☆

　本の帯に｢オバマでもロムニー
でも、プラグマティズムが健在で
ある限り、アメリカは変わらな
い」とか、本のタイトル｢アメリカ
を動かす思想｣というものものし
い表現は、陰謀史観めいたもの
を感じさせます。でも読んでいく
と｢プラグマティズム｣とは、実用
主義とか道具主義とも言われ、ア
メリカ建国をつうじ開拓民たち
が生きるため身につけてきた思
考であり、アメリカ人の思考の
DNAのようなものとなっていると
紹介されます。こうしたプラグマ
ティズムを｢土台｣にして、リベラ
リズム、デモクラシーなど、アメ
リカを実際に動かしている思想
が｢上部構造｣としてあるわけで
す。大統領選では、自由を求めて
アメリカにやってきた人たちの伝
統が個人の自助努力を強調し政
府の介入に反対する保守＝共和
党に、アメリカ社会が生み出した
不平等の解決のために連邦政
府の積極的介入で改革を求める
リベラル＝民主党が争いました。
他にもこの思想と経済や宗教の
関係が紹介されます。　　(平尾)

Q＆A：

A．

Q．
　　   最近の講座やセミナーなどでは、参加型ワークショップがよく行われます。
　　　ある課題に関して、いろいろ意見を出し合い、共通認識をつくり、解決へのア
イデアや道筋などを導き出していく方法ですが、そういう場のかじ取りの役割をする
人をファシリテーターと呼びます。特定の人ばかりが発言して、話す機会がなかっ
た、何が決まったのかはっきりしないまま終わって不満足感が残った、という経験は
ありませんか？そういうことがないよう、全体を見ながら、参加者ひとりひとりの意見
を引き出していき、議論を深めていく役割です。テーマについて専門家である必要は
ありません。外部の人が務める場合や、参加者の中の一人が務めることもあります
が、自分が意見を引っ張るのではなく、話のきかっけづくり、議論が脇道にそれたり、
ちょっと感情的になりそうな場合などの調整や、特定の人の発言に偏らないよう配

慮しながら進めていき、参加者や主催者にとって多くの学びと気
づきの機会になるような、そんな機会づくりのお手伝い役です。
最初からうまくやろうと考えず、船頭さんのようなつもりで、ゆっ
たり構えて臨むと案外うまくいきますよ。

「次の会議でファシリテーターをお願い」と頼まれました。
ファシリテーターってどういうことをする人ですか？
司会進行係とは違うのですか？？

ファシリテーターて何？

光が力強くなってきた。枯れた枝に
も、もう春が見える。日々の移ろいの
中で、樹々の年輪はつくられる。人の
年輪があるとすれば、なんでつくら
れる？人と人の間にできるもので、
つくられる。それは“絆 ”と “信頼 ”。
人も移ろう。が、人も他者との関わり
の中で、新芽のように瑞々しく生ま
れいずる時々があるに違いない、と、
思うようになった。     　　   （う）

　ファシリテーションについての図書はサロンにもありますので
ご利用ください。
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