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【2019年保存版】

【巻頭メッセージ】新聞１面記事と住民協　

　　　　久木小学校区住民自治協議会 会長 田倉由男

みんなの食堂 2019 年 6月 28日　終了後の集合写真

毎日新聞（8/15) の１面に、谷垣・小泉（進次郎）両氏の対談記事が掲載されていた。テーマは「少
子高齢社会のあり方は」。

ー地域社会の中で生きられるというのが一番重要。地域社会の中のいろいろな人を支えていく仕組
みをどうするかが、今の日本の大問題ではないかと思う。
ー新しいコミュニティというようなものをどうやって作っていくのか。

１面記事ゆえに、ふとおもうことがあった。このような問題提起は数年前からよくいわれている。
行政からも同様な事がしばしば発信されている。

しかし、この問題提起の先にある具体策。誰がどのようにして地域包括ケアシステムを新しいコミュ
ニティを構築するのか。この事は分かっているようで分かっていないし、分かっているが難しいと
傍観しているのが現状のような気がする。そして、そのまま思考停止におちいっている。

暮らしの支えになるはずの地域コミュニティの強化の主役は地域の人々であり、お互いに”つながり”
が可能である。主役の地域の人々と積極的に連携するのは各自治会、連合町内会であり、久木会館
であり、私たちの住民協である。同時に社協、地域包括支援センター等々とも連携していく。これ
が具体策の一歩であり共通認識である。勿論、容易ではないし、いろいろなネックが多々あり浮上
する。

３年目をむかえている住民協の４つの部会、今年の 4月からスタートした会館プロジェクトチーム
も時にはぶれながらも柔軟に活動している。私の役割は ”ぶれない ”ことであり、私のイメージして
いる方向性を活動の中で明確化していくことである。



特集・みんなの食堂
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　毎月最終金曜日の夕方、久木会館で 100名を超える家族が一緒に食卓を囲みます。住民協の
主催で「みんなの食堂」が 2018年 1月から始まりました。ボランティアスタッフ 20数名が
調理を担当し、皿洗いなどは参加者が行う「参加型食堂」です。
　全国 3,718 ヶ所で行われている「こども食堂」（湯浅誠氏による調査、2019年 6月）には
子どもの貧困対策や孤食防止を目的にした所がありますが、みんなの食堂の狙いは「地域交流」。
みんなで食卓を囲んで美味しいごはんを食べると、自然と会話が弾みます。ご近所の方同士が
つながることで地域の暮らしに安心感が育まれます。ある回では前々日に引っ越してきた家族
がいらして地域とすぐつながったことも。ボランティアスタッフが増え、笑顔が溢れる場です。

★スタッフの皆さんに感想を伺いました

・調理しながら年齢の差を感じずに話しが
  できる。 一緒に出来るのがすごくいい。

・お店の情報や昔の逗子の話しが聞けて
　とても楽しい。

・お料理の作り方が学べる。使ったこと
　がない食材の料理や、他の家の味つけ
　を知ることができて発見が多い。

・若い人たちの感覚が新鮮。世代間交流で
  お互いが元気になれる。

・赤ちゃん連れのお母さんも来ている。家
  だとゆっくり食べることができないから、
  月１回の場がとても助かっていると思う。

・みんなの心がこんなにもひとつになれる
  ことにびっくりした。

・気がついたらスタッフ同士が仲よしに。
  まちで会うと声をかけあう仲間になった。

・小学生の女の子たちが受付をしてくれる。　
　記録したり席を決めたり。手際が良くて
　スタッフとの連携もバッチリ。頼もしい！
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＜メニューの例＞

みなさんも、みんなの食堂で ゲスト（お客さん）から ホスト（提供者）になりませんか？

2018 年 12 月　オムレツ , ガーリックソテー , かぼちゃポタージュ , 鶏手羽元 , マーマレード煮
2019 年 4月　タケノコごはん , チキンチキンごぼう ,
葉山産春キャベツ・だし昆布・さやえんどう和え ,
サニーレタス・エンダイブ・柑橘サラダ , 若竹汁

7 月　プルコギ丼 , わかめスープ , かき氷　

5 月　豚しゃぶサラダ梅ソース和え , 人参ごはん ,
小坪天然わかめソース , キャラブキ , バナナケーキ　

みんなの食堂は 2年目を迎えました。小学生の友達どうし、乳幼児連れの親子、高齢者など様々
な年代の方々が集まり、地域交流の場になっています。みんなで作って食べて話をして片付け
る「参加型食堂」を目指しています。
食育を大事にして地産地消の食材を使い、環境保護ではマイ箸・マイボトル持参、ゴミのでな
い調理など工夫をしています。野菜を使った献立が好評で「家では作らない料理を食べられる」
といった感想があり、子どもたちから「おいしい！」の声があがります。
ときにはプロの料理人がオムライスを作ってくれたり、とちぎやさんはとっておきの汲み上げ
豆腐を振舞ってくれたこともありました。ゲストを招いたお話会や音楽演奏などを催しながら、
地域の交流が深まる場にこれからもしていけたらと思っています。

◆来場者アンケートより　＊ 2019年 1月 25日に 15組にインタビューしました

◆小田鈴子さん（さくら組とりまとめ役）のメッセージ

息子が楽しみにしている /家でいつも食べない子がすごく食べていた /食事が美味しい /
多世代の人に関わってもらえる /家で作らない料理や食材に挑戦させられるのがよい /
季節ものの食材が頂けてありがたい /デザートがつくのがいい /今日もおいしかった /
和風の料理が食べられる /家族でくると固まってしまうのでもっと交流できるといいな
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部会の活動について

減災部会「地域を知る、人を知る、そして『互近助』へ」　部会長 金子春夫　　

防災・減災という言葉を聞いても、それは国・地方自治体・市町村の役割であり、自分たちと
はあまり関係のないこと、と思っている方が多いのではないでしょうか？ 自然災害は、地震
によるものだけでなく、地球温暖化による気候変動のため、台風による被害が数多く発生する
ようになりました。　
最近では、台風 15号が三浦半島を通過し千葉県に
上陸したときには、久小校区にも暴風による被害が
多数発生しました。倒木や土砂崩れ、塀の倒壊、
家屋の破損などです。市内では一部の地域で、
停電や断水も発生しました。
台風は事前に情報があるものの、地震はいつ自分
たちを襲ってくるかわかりません。常日頃から、
災害へ備えておくことが極めて大切です。

減災部会では、地域にお住まいの方が一緒に「まち歩き」を行って地域を知る試みを始めまし
た。各地域でどのような災害リスクがあるのか、そして災害に応じた避難場所や避難経路を確
認する、そしてAEDや指定井戸のある場所を、その地域にお住まいの方と一緒に歩いて検証
していくこととしました。
この活動を通して、減災が自分達のことであると思われる方が増えていくことが期待されます。
「まち歩き」で知った課題は、地域或いは行政で改善が図られます。そして必要な情報を記載
した、地域に分割した「減災地図」、及び校区全体をまとめた「減災地図」を作成して、該当
する地域の皆様へ配布することを予定しています。

「まち歩き」活動は、6月 22日から開始しました。
９月末までに、６回（七つの丁目）行い、会を重ねる
ごとに参加者が増えて、これまでに延べ約１３０人の
方々が参加されました。
「地域を知る」と同時に、減災に同様に重要な「人を
知る」ことの一助にもなることもわかりました。この
街歩きには逗子市役所防災安全課からも参加していた
だいております。

「まち歩き」に住民の方々が参加されること、または出来上がった地図を見ながら歩いてみる
ことは、ご自分の住む地域を知り被害を少しでも減らす、＜減災＞を考える良い機会だと確信
します。
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拠点部会「これからの展望」　部会長　小林壽志
久木会館が常時オープンとして開館し、今年で 6年目となります。当初は久木連合町内会で
指定管理を任され、ボランティアで会館当番を行なってきました。顔見知りの当番がいること
で町内会の役員と地域の利用諸団体との触れ合いの場が生まれました。地域コミュニティーの
拠点として久木会館は知名度が広がり、利用率もかなり上がってきています。
その後、指定管理者が住民自治協議会に移行し会館当番の半分近くが女性陣となりました。
これからもふれあいの場として、会館当番の仕組みを大事にし、さらに充実を図っていきたい。
一方で会館運営を単なる貸館業務に終わらせず、地域のコミュニティーづくりの拠点にしてい
きたい。そのために各種企画を立案、実行する若い力を内包できるよう収益を上げ、体制整備
をして行きたいところです。
現在住民自治協議会事務局に、久木会館活性化プロジェクトを発足させ、上記の体制整備を始
めています。皆で知恵を出し合い、多くの利用者に公平に利用してもらうための見直しや、サー
ビスの向上を進めており、魅力的な会館づくりを目指し、これからも協議、検討を続けていき
ます。地域の皆様からも貴重なご意見を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

子ども部会「見守り活動がはじまりました」　　部会長　 東浩司

子ども部会・まちのこそだち久木　　代表  井上亮子

みんなの食堂スタッフの自主的な動きで、聖和学院前十字路の見守り活動が始まりました。
通学路で車や自転車の通行量が多く危険なため、久木の中村規子さんが可能な範囲で週三日、
見守りをされていました。そのことを耳にしたみんなの食堂スタッフが仲間に加わり、メンバー
を募集して学校の登校日に毎朝交代で十字路に立つようになりました。4月からは久小校門前で
活動をしていましたが、10月 1日から交通整理員が復帰したため、聖和前に戻っています。

まちのこそだち久木は、昨年度より住民協子ども部会の事業として行っています。まちのこの
活動を始めてから逗子市の子育て事情が変わり、預かり保育の受け皿が格段に増えました！　
保育園新設に加え、市内外の幼稚園も 3歳前のお預りの枠を増やし、自主保育やそれに準ずる
私設の保育団体がかなり増えました。まちのこそだち久木も定員 8～ 10組に対し 40組以上の
お預け希望が殺到した初年度の状況は緩和されました。
一方で考えさせられることも。それは、子育て資源を選べることそのものに関する懸念です。
子育て資源を選ぶと選ばないとで分かれた家庭の距離が広がっていくような気がすること。
自分の選んだ価値観を共有できる人との距離はぐんぐん縮まる一方、自分はきっと選ばないと
思う選択肢を選んだ人との交流にはむしろ警戒的、消極的になる傾向って、ありませんか？
もう一つは、オーダーメイドの生活を選ぶ家庭に「地域」は必要だろうか？という懸念。自立
していて活動力もあって、ある程度それを実現できるのが今の逗子の 30～ 40代子育て世代。
一人ではできないことが多いからお互い助け合おうと言って地域を頼るとか、嫌なこともある
けどここを離れることもできないから何とかうまくやっていこうとして意見の対立を乗り越え
るとか、そういう『しょうがなく受け容れてきた地域』と、わざわざ付き合う必要性がない…。
お祭りとかあるといいけど、自分が入って祭りを作る側に回るのはちょっと面倒くさい？
でも、そろそろ私たち子育て世代がならなければ、祭りは続かない。さて、どうする！？
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《３０分３００円　６０分６００円》　
これは「ふれあいサービス」の基本料金です。長い間話し合ってきた
「ふれあいサービス」の実践は昨年７月７日、山の根会の女性のお宅
の庭木の伐採から始まりました。庭木の伐採、草刈、粗大ごみの運び
出し、通院同行、ゴミ出し、洋服作りなど１年間で２９件の
サービスを提供してきました。
高齢者の健康と安心を考える住民協「ふれあい部会」が有償サービス
を始めようと歩きだしたのは「相互に支え合う」地域社会を目指して、
地域の力を高めていくためであります。

ふれあい部会「こんな感じで進んでいます。ふれあいサービス」　部会長　龍村敦子　　

介護、医療保険の危うさを住民がカバーするというような場当たり的な理由からではなく、
共に暮らす地域住民の困り感を我が事ととらえ、自分の得意分野でニーズの担い手となり、
私たち自身が「しあわせな日常」を送るためなのです。
「しあわせな日常」は生活の困り感の解決のみならず、認知症になってもこの地域で暮らして
いけるという安心感を自ら味わうことでもあります。この報告を読まれた皆さまは「はてな？
そんなサービスが始まったとはつゆ知らず・・・」というのが現状です。歩みだしたとはい
え、今はまだほんの１部の住民理解にとどまっています。この先には、コーディネートの問題、
サポーターの募集、地域への周知など課題はあふれるように出てきます。
今までの歴史の中で充実した地域活動を営んでいる１連合町内会、４自治会が個々の活動の
良い特徴を損なうことなく、この「ふれあいサービス」を誰も置き去りにされない地域づく
りのための一つの手段として取り込み、すべての住民と専門機関が共に手をとりあって超高
齢社会を生きていくことができたら、最強最高の久木小学校区になるでしょう。



住民協の活動概要
会議 
①役員会　毎月第１土曜 13:30 ～ 15：30、久木会館
　　　　　会員の方は参加できます。
②連絡会　毎月原則第３月曜 9:30 ～ 11:30、久木会館
　　　　　連絡や協議、広報誌チェック等。
③部会　　四つの部会の会合は随時行われます。

会員を随時募集しています。会員登録をご希望の方は、住民協事務局へお申し出ください。
会員は総会で議決権を有し、広報等の情報が提供されます。（TEL 046-871- 7775）

広報
毎月、役員会開催日に「住民協ひろば」を発行します。
会議で話し合われたことや決まったこと、他お知らせ、
グループ紹介等の地域情報等を掲載します。年１回、
全戸配布広報誌「住民協ひろば・特別号」を発行し、
構成員の間で住民協活動の情報共有を図っています。

役員一覧

役職　　　氏名　　　   地区　      部会等の役職
会長　　　田倉由男　　山の根　　久木会館代表
副会長　　小林寿志　　久木　　　拠点部会長
〃　　　　山崎徳次郎　ハイランド　
〃　　　　龍村敦子　　山の根　　ふれあい部会長
〃　　　　龍崎成人　　山の根　　　
〃　　　　森田宗一　　山の根　　　
理事　　　勝山吉久　　久木　　　　　　　　
〃　　　　山下隆文　　山の根　　　
〃　　　　井上亮子　　久木　まちのこそだち久木
〃　　　　石井和夫　　久木　　　　
〃　　　　東　浩司　　久木　　　子ども部会長
〃　　　　金子春夫　　山の根　　減災部会長
〃　　　　門脇　茜　　山の根　　みんなの食堂　　
〃　　　　中村恭良　　ハイランド　
事務局長　石井達郎　　山の根　　　　　　　
書記　　　森戸久朝　　久木　　　　
会計　　　鈴木為之　　山の根　　　　
監査　　　上泉秀俊　　久木　　　　
〃　　　　仲西恒雄　　山の根　　　

住民協について
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　住民協（住民自治協議会の略）は、逗子市が地域の個性や実情に応じて地域づくりを行うために
導入した仕組みです。地域全体で意見を出し合い、連携・協力することで様々な地域課題について
協議し、地域の実情に応じた地域づくりを考える組織です。
　久木小学校区では 2017年 4月に住民協が発足し、久木・山の根・ハイランドの地域に住む全て
の住民、地域で活動する各種団体（自治会・町内会、ボランティア団体、事業者等）が構成員とな
ります。久小校区住民協の活動は、主に部会を通して行います。

会員情報

【2019年保存版】

逗子ハイランド自治会、久木連合町内会
山の根親交会、山の根自治会、山の根会
久木小学校、久木中学校、久小ＰＴＡ
久中ＰＴＡ、久小学校支援地域本部
久中学校支援地域本部、聖和学院、双葉保育園
久小校区避難所準備会、地域防犯連絡所協議会
（山の根 , 久木 , 逗子ハイランドブロック）
久木地区青少年育成推進の会
ずしっこあおぞら学童クラブ、久木子ども会連合会
久木体育会、山の根体育会、ズシップ連合会
（ハイランド , 山の根 , 久木ブロック）
若宮会、まちのこそだち久木、サロン久木
名越里山虹の会、社会福祉協議会
西部民児協久木 /ハイランド、中部民児協山の根
逗葉保護司会、久木商栄会、逗子ハイランド商店会
逗子清寿苑、メディカルホームグランダ逗子
ホワイトハウス管理組合

39組織
個人会員 37名（4名増加）　合計 76名



安心・安全で美味しい豆腐を作り、
皆様の健康に貢献します。

とうふ工房とちぎや
〒249-0001 逗子市久木 3-3-36
TEL 046-873-1112
営業時間　9時～18 時半
定休日　毎週水曜日

編集後記
「住民協ひろば特集号」は毎年 1号ずつ発行され、今年で３号目の発刊となる。今、過去の特集号と読み
比べて住民協及び各事業部の事業が確実に前進している事を手応えとして感じる。
みんなの食堂はこども部会と積極的に子育て中のお母さん達を中心にそれぞれの思いを込めて工夫をしな
がら限りのある予算の中で献立を考え、工夫を凝らし毎月開催され、100名をゆうに超える参加者で賑わ
い、交流の場となっている。又、毎回食材の提供、寄付等支援の輪も広がっている。また当事業から地域
の新しい活動の芽も出始めている。
減災部会も本年度から「地域防災マップづくり」で各地区の住民が参加して街歩きが進められている。こ
れも街歩きを通じてそれぞれの多くの発見があるようだ。市の防災部と意見交換行いつつ住民の目線と合
体した有益な地図が出来る事、参加した方々の地域防災意識の高揚と共有が期待できる。
拠点部会は「久木会館活性化プロジェクト」を立ち上げ地域の会館として、地域の活動の拠点としてより
利用しやすく、強固な運営基盤をめざして、具体的な施策を打ち出しつつある。
ふれあい部会も地域で支える福祉を目指し「ふれあいサービス」の試験的な実施から全体的なスキーム、
個々の対応までの体制がほぼ出来上がりつつあり、高齢化社会の進行で増大しつつある地域の課題に真正
面から挑むもので、逗子市および他地域からも注目を集めつつある意欲的な事業である。それぞれ参画、
参加、事業を推進されている方々に敬意と感謝の気持ちを禁じえない。
住民協は地域の課題解決に行政サービスに依存してた従来の態勢から地域の住民、団体行政も知恵を出し
合って対応する新しい動きで、全国でも広がりつつある様である。それだけに問題解決の為の壁は大きく、
いくつもあるものと感じる。重要なことは地域の参加者の地域を思う気持ちと、感性とそれを束ねる企画
力と行動力。事務局としては地域の意識の共有を図るべく、住民協活動に対する広報活動の充実を図るべ
く努力を重ねる思いを改めて強く感じざるを得ない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久木小学校区住民協議会 事務局長 石井達郎

地域活動センター
久木会館
逗子市久木 2-1-1
（久木小学校横）
046-871-7775

開館：月曜～土曜
受付：9 時～ 16 時
休館日：日曜

https://www.facebook.com/hisagikaikan/

12月から利用時間枠と
料金が変更になります
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