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特集：駄菓子倶楽部（だけじゃない）「みかん屋」
インターネットラジオ／ 子どもの社会起業塾

みかん屋カフェ

報告：菜の花まつり／URふれあいサロン／茨木病院の夏まつり

街かどデイハウス日向(ひなた)から



特集 駄菓子倶楽部「みかん屋」

はじめまして！M-CANが運営しているインター

ネットラジオ番組「M-CAN Juice」のDJ、「さだちゃ

んこと貞岡 実」でございます！

そういえば、この冊子も「M-CAN Juice」ですね

ぇ～。どちらが真似をしたかって？もちろんインター

ネットラジオのM-CAN Juiceが後発ですので、イン

ターネットラジオが思いっきり真似をしたということ

でございます。

今回は、そんなインターネットラジオ番組「M-CAN Juice」を紹介させていただきましょう！

その前に「インターネットラジオってなによ？」という方も多いと思いますので、少しご説明を…。

インターネットラジオは、インターネットで配信するラジオ番組ということで、パソコンやスマートフォ

ンなどから、もちろん無料で、どこからでも、誰でも聴くことができるものでございます。茨木だけで

も大阪だけでも日本だけでもありません。世界中どこから聴くことができます。

M-CAN Juiceは、M-CANのウェブサイト(http://www.m-can.net/radio/)から聴けるのはもちろ

んのこと、Podcast(ポッドキャスト)にも対応しておりますのでiPhoneやiPodなどの携帯端末・スマ

ートフォンでもお聴きいただけます。

さて、M-CAN Juiceは今年1月から配信を開始して毎週金曜日、ほぼ休まず配信し続けており

まして、8月末時点で31回の放送を配信しています。
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だけじゃない
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毎週水曜日、「みかん屋」で収録

まだまだ、今は「M-CAN Juice = さだちゃんの番組」という感じでお届けしておりますが、私が目

指しているのは、そういうものではなく「地元の方が運営する誰でも気軽に参加できる放送局」な

のです。まだまだ、その理想には遠く及ばないのですが、ここ数ヶ月でポツポツと参加してくれる

方が出てきてくれて嬉しく思っています。少しずつ「さだちゃんの番組」から「みんなの番組」になれ

るよう、そして私がしゃべるのではなく、私が技術スタッフに専念できるくらいに育てられれば…と

思っています。

NPO法人が配信しているインターネットラジオということで「堅い」イメージを持ってらっしゃる方も

いるかと思いますが、M-CAN Juiceは「茨木から発信する地域情報バラエティー番組」をコンセプ

トに、ラジオを発信して楽しむも良し！しゃべって楽しむも良し！聴いて楽しむも良し！とにかく楽

しんで、誰でも自由にいろんな形で参加していただける番組にしたいと思っています。内容も、時

にはマジメに、時にはおじさんのたわいの無い会話だったり、時にはスタジオを出て取材へ行った

り、いろいろです。何かにこだわることもなく、その時感じたことを自由に発信できる番組づくりをし

たいと。

そして、M-CAN Juiceは、「地域活動への参加」の入り口としての機能も果たせればと思っていま

す。このM-CAN Juiceというインターネットラジオ自身、地域活動のひとつだと考えていますの

で、まずはインターネットラジオのM-CAN Juiceに参加していただいて、他の地域活動に興味を

持っていただくのもアリかなと。

…などと、気軽に書いておりますが、まだ

まだ人手が足りません。機器も足りませ

ん。人手は、地道に放送を続けていれ

ば、参加してくれる人も自然に増えると楽

観視していますが、機器については老朽

化もありますし、どんどん進化する技術へ

の対応も継続的な機器やソフトウェアの

導入・更新も必要です。そのために、維持

費確保の観点からもM-CAN Juiceでは今

後スポンサー制度も考えないといけない

のかな？と考えています。
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また、サポーターとしてボランティアで活動していただける、DJ・MC・技術スタッフも大募集してお

ります。「中学生や高校生で放送部にいるよ！」とか「パソコンに興味があるよ！」とか「音響機器

に興味があるよ！」とか「なんだかよくわかんないけど、楽しそうだねぇ～」という方、「バンドやっ

てんだけど放送してくれない？」という方、毎週水曜日の16時から総持寺駅前町にございます駄

菓子倶楽部「みかん屋」2Fスタジオで収録をしておりますので、お気軽に参加していただければと

思います。特に参加資格に制限はございません。どなたでも参加可能です！

取材依頼も大歓迎です！イベントなどの告知もしちゃいますので「ゲストで呼んで欲しい」という方

も飛び入りで結構です。収録日に「みかん屋」にお気軽にお越しください。

M-CAN Juiceでは、Twitter(m_can_juice)もやっています。収録日や配信の告知やお知らせなどを

Twitterでも発信していますので、是非Twitterで「m_can_juice」をフォローしていただければと思い

ます。番組をお聴きいただいた感想など、M-CAN Juiceウェブサイト内の投稿フォームから投稿、

またはTwitterで「m_can_juice」宛にツイートしていただければ、番組スタッフの励みにもなりますの

で、よろしくお願いいたします！また、投稿・ツイートいただいた内容は、番組内でご紹介する場合

がございます。

最後にインターネットラジオ「M-CAN Juice」では、「100回続ける宣言」をしちゃいました。

1年で約50回の配信になりますので、約2年で100回です。この間に地道に大切に

育てていきたいと思っていますので、今後ともM-CAN Juiceを応援していただき

ますよう、よろしくお願いいたします！

ぜひアクセスして下さい！

NPO法人M-CAN ホームページ： http://m-can.net/

twitter / @m_can_juice もよろしくお願いします！

Twitterでは、収録・配信の情報をいち早くお届けしています。

また、7/29～31の白浜視察の際には、行く先々でのつぶやきを受け取ったスタッフが

ブログにまとめていくというTwitterを活用した企画も試みました。

色々ゆる～くつぶやいたりしていますので、ぜひ、お気軽にフォローして下さいね！
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駄菓子倶楽部みかん屋が開店してから早くも1年半が経過

しました。お店には開店当時からの常連の子どもたちも来れ

ば、友達に連れられて初めて来た子どもたち、通りがかりに

寄ってくれる親子連れなど、多くの人が足を運んでくれます。

昨今、地域に駄菓子屋を復活させるという流れがあり、地

域住民に憩いの場を提供する目的で各地に駄菓子屋が開店

しているという話を耳にします。みかん屋も単なる駄菓子屋で

はなく、いろいろな人が出合い、学び合い、交流できる場にな

るように、新たな取り組みを始めています。

そのひとつが今年の4月から始まった「子どもの社会起業塾」です。最近日本でもよく耳にする

ようになった社会起業という考えは、社会に貢献するような活動や事業を立ち上げることを意味し

ます。M-CAN Juiceではこれまでも近畿大学の熊本先生による連載コラム「魚の目・虫の目・鳥

の目」のなかで、各国の社会的企業の取り組みについて取り上げてきました。

「子どもの社会起業塾」では、新たな事業を立ち上げることを目指していますが、それ以上に駄

菓子屋に来る子どもたちに事業を立ち上げるという体験をしてもらうことを目的としています。駄

菓子屋でお金を使うだけの「消費者」としての立場から、駄菓子屋を拠点にものをつくり、販売す

る「生産者」としての立場になることで、普段使っている100円の意味や価値について学んでほし

いという思いがあります。

子どもたちと相談しながら、どんな製品をつくることができるか考えていますが、これまでは廃

油を使ったキャンドルとせっけん作りに挑戦してきました。出来栄えは上々で、まだ製品化までは

試行錯誤が必要ですが、子どもたちは新たな体験に満足気でした。

今後の予定としては、和歌山県有田市のみかん農園でみかん狩りをして、収穫したみかんで

新しい製品をつくって販売しようと考えています。みかんジャムをつくるというアイデアや、ミカンの

皮を使った洗剤、みかんのお茶などいろいろなアイデアが出ています。そこで、地域の皆さん、M-

CANを応援してくださっている皆さんから社会起業塾でつくる製品のアイデアを募集します。また、

ボランティアとして一緒に製品開発にかかわってくださる人も同時に募集します。興味のある方は

M-CANまでご連絡ください。

なお、「子どもの社会起業塾」はキリン福祉財団の助成金を受けて実施しています。製品を販

売して得られた収益は東日本大震災の被災者支援に寄付させていただきます。
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このような月間予定表を、「みかん屋」や「愛センター」

などに貼りだしています。

秋風の吹く気持ちのよい季節となりました。７月から毎週月

曜日の午後、駄菓子倶楽部みかん屋でお茶会をしています。

愛センターの老人憩いの間やお風呂やさんが廃止になり、

総持寺あたりでお年寄りの集まるところがなくなりました。

近所の方(高齢者の方)が気軽に立ち寄ってもらえるよう

にと思い、瀧井さんにご協力いただいてお茶会を始めまし

た。ふれあいサロンややよい会でお茶会の案内をしまし

た。

「家にいてても話相手もいないし寝てばっかりやから」と

か「昼の暑い時間やけど運動しなあかんし」と言って、昔か

らの顔なじみのお年寄りの方たちがみかん屋に来てくれる

ようになりました。飲み物を一杯５０円でだしています。７月８月は暑かったのでアイスコーヒーを

作ってお出ししました。素人のカフェなのでアイスコーヒーも苦い時やうすい時やいろいろでした

が、みんなでお菓子を食べながらおしゃべりに花がさきます。

ちょっとした相談にものっていて、市から送ってく

るアンケートの記入のお手伝いとかもしました。「目も

悪いしこんな細かい字読めないし助かったわ」と言っ

てもらえました。

１０月も温かいコーヒーやお茶をご用意してご来

店をお待ちしています。もちろん、飲み物は飲まなく

ても全然かまいません。みんなで楽しくお話をしませ

んか？顔なじみのスタッフがお待ちしています。

そのほかにも、１０月はいろいろな企画を用意して

いますので一度みかん屋をのぞいてみてください。

店番のボランティアスタッフも募集していますので

興味のある方はミカンにお問い合わせ下さい。
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６月１８日（土）地域交流と啓発を目的とした交流イ

ベント"菜の花まつり"をNPO法人M-CANと菜の花共

催で行いました。

当日は雨が降ったにもかかわらず、たくさんの方に

来ていただきました。

1Fはこえんひろばのフリーマーケット出店やバルーン

アート、輪なげ、さらに見山の郷からの出張販売が

行われました。見山の郷のお店は、新鮮な野菜を

はじめ、大福や梅干しなど…おいしそうなものがずら

り。わいわいした雰囲気で、みなさん商品を買われ

るだけでなく、楽しそうに交流されていました。子ども

連れのお母さんたちも来てくれ、輪なげなどを楽しん

でおられました。

2Fはカフェスペースで、清風会のオンワークが運営

している喫茶ペコロスが出張し、おいしいコーヒーや

パンを販売しました。パンはオープンして１時間半で

完売！大忙しでした。

3Fはピアノ演奏やクロマチックハーモニカによる素晴

らしいコンサートが行われました。会場は満員御礼。

童謡からＳＭＡＰまで幅広い曲の演奏で、みんなで

合唱する一幕もあり盛り上がりました。

13時から16時と半日でしたが、地域の方々のご協

力もあり、100名以上の方に来場いただき、活気あ

るイベントとなりました。



- 7 -

７月２８日午後１時３０分から、ＵＲイースト７号棟集会

所において、三島地区で４番目のふれあいサロン、「ＵＲ

ふれあいサロン」が開設されました。

ＵＲ公団住宅は現在、自治会も老人会もなく、高齢者

世帯や昼間独居高齢者の見守りなどが懸案になってい

たこともあり、福祉委員会や民生委員会の役員さんが、

その設立にむけて準備を進めてこられていました。

Ｍ－ＣＡＮもＣＳＷを中心に、事務局として開設準備に関わって来ました。

当日は、６５歳以上のＵＲ公団住民の皆さんを対象に、男性７名、女性６名の１３名の方が参加く

ださいました。中にはご夫婦で参加された方もおられ、賑やかな雰囲気の船出となりました。

サロンでは、皆さんの自己紹介や地域で利用できるサービスの紹介、健康相談、血圧測定なども

取り組まれ、今後は集会所の広さが充分確保できることから、健康体操や簡単なストレッチなど身体

を使ったプログラムも導入していこうと計画しています。

今回のふれあいサロンが実施されたことで、住民の参加者同士の中でも、「初めてお会いした」と

の声も聞こえてきました。自治会や老人会がないことで、地域の絆が希薄になる傾向が見られるよう

ですが、ふれあいサロンが少しでも絆づくりに役立つことが出来ればと願っています。

今後はもっと地域の皆さんが

気軽に立ち寄れる場になるよう、

Ｍ－ＣＡＮとしても関わっていき

たいと思います。
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８月３日（水）、医療法人清風会 茨木病院で恒例の夏祭り

が開催されました。

毎年、中央に立てられたやぐらを囲んで、盆踊りを楽しんだり、

模擬店販売を行っています。

我がM-CANはイカ焼きとジュースのお店を出しました。

開始予定時間よりも前から、焼き上がるの

を待ち並ぶお客さん！

１度に２枚しか焼けないので、途中からは長

蛇の列になってしまいました。

それでも文句も言わずにずっと待ってくださっ

て、今年もありがたいことにイカ焼きは完売い

たしました。

夏の一夜、入院患者さん達にも楽しい時

間を過ごしていただけたのではないかと思い

ます。
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街かどデイハウス「日向（ひなた）」ってどんなところ？

見守りや、軽度の介助が必要な高齢者や家にとじこもりがちな高齢者が安心し

て楽しく過ごせるところです。

お買い物ツアー、お誕生会、大正琴・ダンスなど各種講座、世代間交流、季節

の行事のほか、介護予防プログラムや地域の高齢者向け介護予防事業も行って

います。

毎日足浴があり、おいしい昼食をみんなで楽しくいただきます。

一日体験は食事代500円でOK。まずはお電話を！

5 072-624-5050

今年も７月、８月の夏休み、ひなたの特色である“地域との交流”の一つとして、三島小

学校５、６年生によるボランティア体験がありました。

子ども達の感想文には『お茶出しや足浴のお手伝いをした時、おじいちゃん、おばあちゃ

ん達が笑顔で「ありがとう」と言ってくれたのが嬉しかった』と、書いてありました。

それを読むと、子ども達の純粋な気持ちが伝わってきて、『このまま大きくなってほしい』と

つくづく感じました。
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８月８日（月）には毎年恒例の弁天さんの花火鑑賞会を行い、夕方から夜

にかけて総持寺いのち愛ゆめセンター３階に集まり、皆で夕食をとりながらき

れいな花火を鑑賞しました。

９月３０日（金）には、ひなたの敬老会を催す予定で、毎

年ささやかなプレゼントやスタッフの工夫を凝らした隠し芸

の企画を考慮中です。

利用者の方も少し増え、今まで来てくださっている方も日

数を増やして下さったりと嬉しい今日この頃です。



■□■ 編集後記 ■□■

先日、久しぶりに近畿大学の准教授になられた寺川さんと、「絆」って何だろう？「居場所」

って何だろう？としみじみと話をする機会に恵まれました。「Ｍ－ＣＡＮのまちづくりは、一定の

成果を出しているけど、「つながること」「参画すること」を、ある意味住民に強要しているのでは

ないか？社会には「一人でいたい」と考えている人がいるし、私たちが考える「居場所」と世間

の「居場所」は違うのではないか？」など、寺川さんの指摘には、いろいろと考えさせられること

ばかりでした。

今年度Ｍ－ＣＡＮは、福祉委員会と連携して、もう一度「福祉のまちづくり」を考えようと準備

中です。 ワークショップ等を通じて、「つながりたくない人」と繋がるということはどういうことなの

か、人にとって「居場所」とは何なのかを、三島という具体的なフィールドで考え・行動していく

ことが重要なのでしょう。「隣の『しんどい』を発見できるまち三島」を創る第一歩は、そこから始

まると信じています。

三島コミュニティ・アクションネットワーク 事務局
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