
　いきなり団子は

“ほっこり、しあ

わせな味”です。

　今日の講師をつ

とめてくださった

のはＭＯＭＯのす

ぐご近所のＫさん

です。

　最近、つどいの

広場にも参加のさ

ーちゃんもおかあ

さんと一緒にお団

子をほおばりにっ

こりでした。

いきなり団子レシピ

http://www.rkk.jp/gamadase/ryouri/2s.html　

　秋バージョンの

ＭＯＭＯタートル

を着たスタッフ一

同。ＭＯＭＯの入

口前で･･･

『はい、チーズ』　

　今日は急に寒く

なりびっくり！

　これからもＭＯＭＯを

　どうぞよろしくお願いしま～す！

"縁側"に行きたくなるインフォメーションペーパー
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まちの縁側MOMO内

名も知らぬ少年のやさしさ

大久保康雄（オオクボヤスオ）
まちの縁側育くみ隊の理事であり、紙芝居集
団・風穴一座座長を務めるなど、多種多様な
顔をもつチェアウォーカー

なつかしくって、あたらしい
昭和・エンガワ・ショウー 
★11月7日のできごと

　１１月３日文化の日、東区の恒例行事となった“歩

こう文化のみち”への参加も今年で6回目となりまし

た。どんぐり広場を会場にオープニングは、地域の子

ども達によるバイオリン演奏！この日のためにみんな

揃って一生懸命練習しました。

　昨年に続いて登場したのが、家具作家栗原さんの手

による石窯です。今年は懐かしのカレーに合わせてナ

ンを焼きましたよ！もっちりとしてとっても美味し

く、あっという間に完売しました。

　そして今回のメ

イン企画は日本独

楽博物館館長“コ

マのおっちゃん”

こと藤田さんによ

る｢コマのサーカ

ス｣。いろいろな

コマを回しながら

こども達を惹きつ

ける話術に抱腹絶

倒でした。　

　｢コマのサーカ

ス｣は午前・午後

の２公演、たくさ

んの人がおっちゃ

んの芸を楽しみ、

陽が翳り始めるまで、おっちゃんとコマで遊ぶ子ども

達の姿は昔に戻ったようでした。

　MOMOでは｢昭和の上空から｣の写真展に併せて地

域の方々にもご協力いただき、昭和の懐かしい品々の

展示もありました特別にかみやのおっちゃんの宝物も

披露され、懐かしの昭和にタイムスリップした文化の

日でした。

まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
樹木の紅葉が風に揺られて、都会の中の安らぎが感じられ
る縁側。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/

大久保康雄の風の記憶ＭＯＭＯにっき

　来年２月に催すジネンカフェ拡大版をご一緒して下

さる東区障害者地域自立支援協議会の事務局をされて

いる地域生活支援センターの母体、名古屋東福祉協会

が運営する知的障がい者授産施設〈山吹ワーキング〉

のイベントがあり、とある日曜日東区の主税町公園に

向かった。

　

　主税町公園はその昔、地下鉄市役所駅で降りて橦木

館に向かう途中にあって、都心にありながら緑が豊か

で大きな公園だなあ～と横目でチラリと眺めて通り過

ぎていた公園である。会場では名古屋東福祉協会の職

員さんたちはもちろん、授産施設の通所者の方やボラ

ンティアの方達、地域の人たちで賑いをみせていた。

　私も飲食チケットを購入し、フランクフルトや缶ビ

ール、おでんなどを食べていた。この日は冷たい雨が

降ったり止んだりの天気で、家族に言われたのだろう

か、どこかの小学校低学年ぐらいの男の子が、開会式

の間ずっと私に傘を差し掛けてくれていた。どこの誰

とも知らないきみ、ありがとう！

　あとでその男の子がみたらしを二本持ってきてくれ

て、一緒に食べようと一本渡してくれた。こんな子ど

もに団子をもらっても良いのだろうか…と、ちょっと

戸惑ったが「いいよ。きみの分がなくなっちゃうじゃ

ん」というのも面倒な気がして、ありがたくいただく

ことにした。

　晩秋の気配が漂う公園は肌寒かったけれど、そんな

名も知らぬ少年がくれたやさしさが身に沁みて、心は

ホットに暖まるのであった。

　平成１９年１月からＮＰＯ法人くれよんＢＯＸさ

ん、かたひらかたろうさんと協働で続けてきたジネン

カフェが、来年３年目を迎える。これまで１１月現在

で２１回、総勢２２名の障がいの有無に関わりなくゲ

ストに登場を願ってきた。

　もともと〈自分らしく生きること〉をテーマに掲

げ、競争原理や効率性重視の現代社会へのアンチテー

ゼとして、立ち上がったプロジェクトである。〈自分

らしく生きる〉ことに、障がいの有無は関係がない。

誰もがその属性に煩わされることなく自由に生きられ

る、それが真のノーマライゼーションだと思ってい

る。

　そして３年目を迎える来年２月の〈ジネンカフェ

VOL.024〉では、知多地域で障がい者支援を精力的

にされている社会福祉法人むそうの理事長・戸枝陽基

氏をゲストにお迎えすることになった。育くみ隊にお

いては「縁側大楽」に続いて二度目のご登場ではある

が、戸枝さんの障がい者個々の〈障がい〉に応じた就

労支援の発想は、福祉分野の人たちだけではなく、ま

ちづくり、地域づくりに関わる多くの人々にとって豊

かな指針となるであろう。また、イベント終了後、戸

枝さんを囲んで懇親会を予定している。こちらの方も

楽しみにしていてもらいたい。

《予告》ジネンカフェVOL.024

テーマ：～活きてますか、地域の中で、あなたは？～

と　き：平成21年2月8日(日)　11:30～16:30

ところ：名古屋市総合社会福祉会館７Ｆ大会議室

内　容：ゲストトーク

　　　　ワークショップ

　　　　カフェコンサート

主催・共催：NPO法人まちの縁側育くみ隊、NPO法人くれよん
BOX、かたひらかたろう、東区障害者地域自立支援協議会
後援：愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員
会、愛知県社会福祉協議会、名古屋市社会福祉協議会

詳しくは次号にて!!

それぞれの個性が紡ぐ豊かな
　　　　　　地域づくりへの指針

いきなり団子
★11月7日のできごと

ＭＯＭＯスタッフ勢揃い！ 
★11月8日のできごと
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日  土  金  木  水  火  月  

OPEN: 月・水・金13:00～17:00
記入無　　　　　錦二丁目関連

N　　　まちの縁側育くみ隊
E　　　　　　延藤安弘個人

□まちの縁側MOMO

日  土  金  木  水  火  月  

OPEN: 火～金 13:00～17:00
OPEN: 土・日イベント開催日
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 E [13:30]
瀬戸市せとっこ
まち育て幻燈会

 E [10:00]岐阜県児
童館連絡協議会幻燈会
 E [19:00]京都・ユ
ーコート本の編集会議

 E [10:00]大府市
子どもまちづくり
会議

 N [14:00]
NPO理事会

[  ]内の数字は  
時間を表します  

[  ]内の数字は  
時間を表します  

 E 沖縄・糸満市
まち育て幻燈会

 [10:00]
 季節のハンギング

 [10:00]
 手作り楽しもう会

 E 台湾大学

 E 台湾・講演  E [18:30]
延藤＆小杉研ゼミ

 E [10:00]ゴジカラ
村・コーポラティブ＆
コレクティブ住宅幻燈
会＋もちつき大会

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 [10:30] 山田郁子
さん伴奏のもとに
さあ歌いましょう！

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場
 [15:30]
 ダンボール工作

 [AM]
 つどいの広場
 [AM]
 クリスマスのハン
 ドベル演奏

 E  沖縄調査

 E [14:00]世田谷・
地域共生のいえ交
流会

 E [18:00]東京・
住総研・住教育委
員会

 E  沖縄調査  N [14:30]小牧市
味岡児童館ワーク
ショップ

 [18:00]錦二マス
タープラン企画会
議

 E 名古屋AP→
台北AP台湾大学

 E 台湾大学

 E 台湾・講演  E 台北AP→
　　名古屋AP

 お休み

 [13:30] 十割そば
を食べてしめなわ
飾りをつくろう

 [10:00]
 手作り楽しもう会

まちの縁側MOMOの冬休み
12月23日(火)～1月13日(火)

 [10:00]
 MOMO
フリーマーケット

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 [AM]
 つどいの広場

 E [16:00]東京・
出版社打ち合せ

 E [16:00]愛知県
総合児童センター
「まちが子どもを
育む」ワークショ
ップ

 E [18:30]
延藤＆小杉研ゼミ

 E [13:00]
小牧市児童館プロ
ポーザル審査

□“錦二丁目まちのデザイン塾”

11月20日名古屋工業大学の集合住宅設計演習の講評

会が錦二丁目まちの会所で行われました。錦二丁目を

敷地に設定した今回の課題は、「高密快適居住実現の

未来構想住宅」に果敢にチャレンジするものとなりま

した。①路地をコンセプトに回遊導線や児童館など

「このまちにあってほしい」という風景を創造してい

た提案②このまちの歴史的コモンスペースである会

所・このまちには「外のカラと内のキミがある」とい

った、まちの文脈を未来によんだ作品「だんだん村」

③「錦二丁目の呼吸は音楽を孕んでいる」をコンセプ

トに音楽ホールだけでなく間取りにも音楽のやわらか

さが表現されている作品、この３つが入賞。地元が錦

二丁目賞に選んだのは、④co-pocket、クリエイター

が生み出したものをまちに発信しながら住むことがで

きるポケット付住宅の提案でした。４人にはなんと地

元のカフェ・shindoさんからシャンパン引き換え券

がプレゼントされました！

※錦二丁目はまちの構想計画（マスタープラン）の議

論と作業を地元を中心に進めています。

□まちの縁側MOMO情報

【手作り楽しもう会】

あら、簡単！まあ、楽しい！をテーマに、手作りする

事がはじめての方でも参加できます!!

簡単リフォーム、バック、アクセサリーなど

日　時：12月5日(金)、12日(金)　10:00～12:00

参加費：700円（お茶代込み）＋材料費（実費）

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【MOMOフリーマーケット】

何が出てくるか好ご期待!!

日　時：12月6日（土）10:00～14:00

　　　　（雨天決行）

【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】

懐かしの唱歌をみなさん一緒に大きな声を出して、お

おらかな気持ちで歌いませんか?

日　時：12月9日（火）10:30～11:30

参加費：500円

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【十割そばを食べてしめなわ飾りをつくろう】

根羽村の片桐さんのお手製十割そばをお昼に、しめなわ

飾りは東海市在住の深谷さんにご指導いただきます。

日　時：12月16日（火）12:00～15:00

参加費：2,000円（材料費込）

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【ダンボール工作】

ダンボールカーをつくろう!!

日　時：12月18日（木）　15:30～17:30

講　師：図画工作むらた

参加費：500円

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【季節のハンギング】

ペットボトルをつかってお正月飾り用のハンギングを

つくります。

日　時：12月19日（金）　10:00～12:00

参加費：2,600円（お茶代込）

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【特別企画　♪クリスマスのハンドベル演奏♪】

日　時：12月22日（月）　15:30～16:00　

演　奏：リリオンベルズ

参加費：無料

【つどいの広場♪ハーモニー♪】

0～3歳の子どもさんと親ごさんで参加していただけます

日　時：月・水・木　10:00～12:00　

参加費：300円/1回（保険料含む）

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

□まちの縁側育くみ隊情報

【ジネンカフェvol.022】

テーマ：どん底から見つけた

　　　　『できる』ことの素晴らしさ

日　時：12月14日（日）14:00～16:00

会　場：まちの縁側MOMO

ゲスト：鈴木 健一さん（愛知県人にやさしい街づくりアドバイザー）

参加費：300円）

お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

■まちの縁側MOMO問い合わせ先：（担当 延藤節子）
TEL*FAX/052-936-1717　E-Mail/momo@engawa.ne.jp
※イベントはすべて「まちの縁側MOMO」で行なわれます

■ジネンカフェの問い合わせ先：（担当 大久保）
TEL*FAX/052-936-1717　E-Mail/ookubo@engawa.ne.jp
ジネンカフェだより http://blog.goo.ne.jp:80/jinencafe/

■まちの会所問い合わせ先：（担当 名畑）
TEL*FAX/052-201-9878　E-Mail/info@engawa.ne.jp
錦二丁目まちづくりHP / http://www.kin2.bpl.jp/index.html


