
ＮＰＯ法人 Ｍ－ＣＡＮ（三島コミュニティ・アクションネットワーク） ニュースレター 『ミカンジュース』

2009年9月発行

Vol.1

もう一度「まちづくり」を楽しもう！

Mishima 寺子屋の取り組み

連載「虫の目・鳥の目・魚の目」

CSW靖子の まえあし日記

【施設案内】 地域活動支援センター菜の花

【M-CAN事業紹介】

ひざし「弁当日誌」

ひなた「ひなたぼっこ」



- 1 -

「誰とも話さない日をつくらない三島」を合言葉に、

三島における「福祉のまちづくり」が始まって5年が経

過した。2004年地域福祉計画策定のためのワークショ

ップを開催したが、その取り組みは今でも茨木の地域

福祉のモデルとしてキラリと輝いている。

この5年間多くの取り組みが展開されてきた。

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）が配置され、

地域の様々な相談が寄せられるようになった。

2007年からは、三島地区だけでなく庄栄地区にも

セーフティネット会議が立ち上がった。

大阪府が市町村への説明会で、「高齢者の安否

確認の先進的モデルとしてM-CANの取り組みを見てもらったら

いいです」と評価をくれるような実績を、民生委員さんや福祉委

員さんが地道な活動の中から創り上げてくれた。（感謝！）
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2006年から3年間のモデル事業とし

て取り組んだ「共生のまちづくり事業

実行委員会」は、「茨木病院と中城地区

が宝物と認識されるまちづくり」を合

言葉に、「ミニFM放送」の実験放送、「８

の日コンサート」「三島イルミネーショ

ン」など様々な取り組みが、三島地区

を一層輝きのある地域コミュニティへ

として発展させてきた。社会から忌避

され排除されてきたゆえに、人と人と

のつながりの大切さがわかる。それが

三島のまちづくりの基本になっている

し、目指すべきコンセプトでもある。

ここ数年私達を取り巻く環境が激変している。

そんな今だからこそ、今一度三島のまちづくりを

見直してみたいと考えている。

茨木市は未曾有の財政難を理由に「理念無き財政

改革」にまっしぐらの様子。本来、自治体とは狭

く短期的な目先の「効率性」だけを追求するので

なく、「公共性の実現」を基本原則にしながら、

時には行政支出がかさもうが、社会的に不可欠な

仕事を担い、社会の安定と市民の安全を保障して

いくという愚直さ故、市民から強制的に税を徴収

する仕組みに市民の政治的信託と合意が与えられ

るはずである。財政支出を「切れるところから切

る」という発想は富の再分配機能としての行政の

役割と、まちが表現すべき「やさしさ」を見事な

までに崩壊させてしまったのではないかと心配す

る。
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三島においては、みんなの心の

拠り所であった「総持寺温泉」が

無くなり、子ども達の笑顔が溢れ

ていた「青少年センター」も廃止

された。今後は、子ども達のセン

ター利用や駐車場・公民館も有料

になるらしい。本当に「腹が立

つ！」。でも仕方がないとも思え

る。そんな政治や行政機構を作り

出し、容認しているのは他でもな

い私達市民一人一人の責任でもあ

るからだ。

美容シルクロードの
店先の掲示板に、
こんな句が…

でも、本当の意味で「市民が主人公」

のまちづくりを続けてきた三島は「へこ

たれない」し「あきらめない」。私達は夢

を持ってもう一度まちづくりに取り組も

うと思っている。行政に頼るのでなく自

分達で出来ることを一つ一つ丁寧に考え

ていこうと今更ながら決意している。

市役所は施設を廃止し、そこから撤退

をすれば、そこにある困難な課題を見ず

に済むのであろうが、そこに住む私達は

その現実から逃げられないし、「たった一

人に現れる困難」から決して逃げたくも

ない。それがM-CANなのだ。

幸い「Mishima 寺子屋」など、小さ

な芽が地域のあちこちで育ち始めている。

「志」高く、「志」を持続させる人々がい

てこそ、地域社会は生き生きとして参加

型社会に発展するのだし、その継続こそ

が施策の「有効度」を高め、市民生活に

依拠した行政を創ることに他ならない。
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「やってもらうからやっていこうへの

変革」。これが今年のM-CANのテーマで

もある。

オバマ大統領も言っていた。

「Change」「Yes We Can」。

でもM-CANの設立趣意書には、「三島な

ら出来る、三島でこそ出来る、三島だか

ら出来る。だからMishima－Canなので

す」と書かれていたから、こちらの方が

老舗なのだ。だからこそもう一度、「まち

づくり」を楽しもうと思っている。

これから人の暮らしと幸せを守るのは地域福祉だ！と思い立って、人権と福祉のまちづく

りをしている研究フィールドを探していました。「ここは面白い取り組みをしているぞ」とM-CAN

のことを教えてもらい、初めて訪問したのは2008年2月のこと。急な訪問だったにも関わら

ず、「日向」「こえん広場」にお邪魔させていただいたほか、茨木病院のPSWの方、三島小学

校の地域連携担当の方、三島中学校の校長先生を紹介していただき、「菜の花」のケース会

議にも参加させていただきました。まさに「顔見知りの関係」づくり、地域連携の姿を見せて

もらったという体験でした。

次にお邪魔したのは2009年8月、約2週間「日向」でボランティアをさせていただきなが

ら、色々な方からお話を聞いたり、活動を拝見させてもらいました。「なんで東京から？」と

いう質問に、「ここは地域の皆さんの連携がすごいとお聞きして…」と説明すると、「あ～そう

そう」と、一様にご納得していただけます。多くの方がそのことを実感なさっているんだなぁ、

とこちらもしみじみ感じました。

日本はこれから地域福祉や障害を持つ方の自立を進めようとしていますが、その中身は

模索中で、不況も加わり、現場・現実との乖離がなかなか埋まりません。総持寺・三島地区

の取り組みは先進的で深みがありながら、明るく楽しく、人と人のつながりによって地域に

福祉文化として定着しつつあります。学んだことをとりあえず持ち帰って、多くの人に紹介し

ながら、自分の実践に活かしていきたいです。またよろしくお願いします！

2009年8月19（水） 国際医療福祉大学 大学院生 阿部佳子
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～私達は目の前の地域課題から決して逃げない～

宮里 健三・新木 修司

三島の子ども達にとって笑顔が輝く場所で

あった「総持寺青少年センター」が、今年4月、

市によってあまりにも突然に閉められてしまっ

た。

僕らは青少年センターそのものよりも、青少

年センターを必要としてきた多くの子ども達の

ことが心配でならなかった。

役所は「財政難」を理由にそこにある現実を

見ないで済むのだろう。でも僕らはそんなこと

は出来なかった。自分達で出来ることを考えな

がら、今、必死に地域の課題と向き合ってい

る。

そんな中、つぶれてしまった青少年センター

に再び灯りがつこうとしている。小さな灯りだが

「絆」をしっかりと照らしている。「Mishima 寺子

屋」は僕らの希望の光なのだ。
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「先生、家よりもやっぱり青少年センターの方

が宿題よく出来るわ」

この一言との出会いが、「Mishima 寺子屋」

が始まるきっかけだった。幸い僕はこの３月に

地域の学校を定年退職した。この学校にいて

教えられた地域や人のつながりの大切さが大

好きで、これからも「中城」に関わっていこうと

思っていたから、青少年センターの廃止はとて

もショックだった。

「よし、先生が一緒に付き合ってあげよか」と始

まった「Mishima 寺子屋」はある意味「必然」と

して始まったのかも知れない。

たった１人の子どもと始まった「寺子屋」は口

コミで次第に人数が増えていった。今では多い

ときは20人を越える子ども達が集まってくる。と

うてい一人では教えることが困難になっていた

時に、地域の大学生や教員仲間が声をかけて

助けてくれるようになった。この取り組みを伝え

聞いた茨木市人権三島地域協議会が、「こん

な活動こそしっかりと応援しなければ」とおやつ

や交通費等を支援してくれるようになった。水

曜・木曜・金曜の午後４時から６時の２時間は、

以前のような賑やかな青少年センターが復活

した。

「Mishima 寺子屋」は、学校から出される

「宿題」をしっかりとやることを目的として始

まった場所であるだけに、「やるべきことを

しっかりやる」という気持

ちを育くみたいと願っ

ている。

宿題は本来、家庭

で親と取り組んで欲し

いのだが、

地域には共働き家庭や一人親家庭も多く、

小学校時に身に付けておくべき学習習慣が

なかなか定着しにくい。家庭でのこの蓄積

が、子ども達の「やる気」や「自信」に繋がっ

ていることは疑う余地はない。だから「寺子

屋」で「やれば出来る」という自信と、「学ぶ」

面白さに出会って欲しいと願っている。
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「Mishima 寺子屋」には、子ども達と決めた約束

がある。

❶ 学校の「宿題」をきちんとする。

❷ 自分で課題を持ち寄り、自力で取り組む。

❸ 学習する時は「集中」する。

❹ 分からないことがあれば何でも聞き、

その日のうちに解決して帰る。

❺ 友達と遊ぶ約束を優先する。

❻ 習い事や学校行事なども優先する。

❼ 5時と6時に「おやつタイム」を設定する。

当初、元青少年センターの学習室一室を借り

て実施していたのだが、人数が多くなったため、

今では二部屋の学習室を間仕切りを外して利

用している。

毎日やってくる子どもや、水曜日の習字教室

の前にやって来て１時間だけ勉強する子ども、

木曜日の英語教室の前に同じく１時間だけ勉強

していく子ども、友達に誘われてきた子ども、お

姉ちゃんに連れられてやってきた弟など、参加

の動機や仕方は様々だが、「ここに来るのが楽

しみやねん」という子ども達が増えてきた。
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７月５日の日曜日に「Mishima 寺子屋 開催

20回」を記念して、武庫川渓谷（旧福知山線廃

線跡）冒険ハイキングを行った。

「休みの日も、どこにも連れて行ってもらえず、

退屈や！」という一人の子どもの声から企画が

始まり、当日は13人の子ども達が参加した。

また、2人の教員退職者がボランティアで引

率の応援を買ってでてくれた。

子ども達と廃線になった枕木の上を歩いた

り、真っ暗なトンネルを幾つも通り抜け、足元を

流れる激流に心躍らせながら鉄橋を渡ったり

と、楽しい時間を過ごすことが出来た。

何よりも朝の出発に際し、「見送り」に沢山の

お母さんの姿があったことが嬉しかった。

「Mishima 寺子屋」と時を同じくして「あす

なろ会」が創られた。これは自分から仲間づ

くりが出来ない支援のいる子ども達の居場

所づくりの会である。保護者が費用を捻出し

て運営にあたっているが、運営は厳しい状

況である。

これまで総持寺青少年センターは、「全て

の子ども達の拠り所」でもあった。だから４月

の閉鎖は、この子ども達の行き場所を奪っ

てしまった。そこにしか行けない子ども達が

いるのに、その現実を関係者は見ようともし

なかったのではないか。いま三島地域協議

会や中城支部が、「Mishima 寺子屋」と合わ

せて支援に乗り出そうとしてくれている。

学校で子ども達が先生に「Mishima 寺子屋

はわたしの宝もの」と嬉しそうに話してくれたそ

うだ。冒険ハイキングのことを日記に「すごく楽

しかった」と書いているらしい。「Mishima 寺子

屋」は地域で育てる「協育」「共育」することを実

践する、僕らのフィールドかもしれない。

「公」とは決して行政のことを言うのではなく、

こんな地域の仕組みなのかも知れないと今は

考えている。だからこそ多くの人に関わっても

らいたいと願っている。

そんなことを思いながら

今日も「笑顔」に会いに行く。
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第１回

識字教育を含むさまざまな教育や研修の機会を作り出す

ことで、自らの歴史的・社会的な立場や潜在的な能力、コミ

ュニティの中で培ってきた日々の生活に自信を持ち、自分た

ちのコミュニティが抱える課題、生活の中にある課題を歴史

や社会とのつながりの中で分析し、現実に立ち向かい解決

する力を身につけようとしています。生きる力を得るための

生活に密着した教育がコミュニティの中で行われています。

文：熊本理抄(くまもとりさ)

近畿大学講師・M-CANでまちづくりを楽しもう
と、わざわざ三島に引っ越して、もうすぐ４年
がたつ(総持寺在住)

魚の目をもちたい。 魚の広角レンズのように、地球規模で、たくさんのことを見て、考え、

アンテナをはりめぐらせ、学び、自分の立つ位置をふりかえり、人と出会い、つながりたい。

そう思っています。

◆

現地の多様な社会関係から生まれてきた女性たちのさまざまな経験や役割を十分に理解

しないまま、他国・他地域・他文化の枠組みによって行われる「援助」は、現地の女性たちを

「客体」化し、彼女たちに無力感をもたらすことがあります。差別や抑圧のもとで無力化された

女性たちが自らの抱えている問題を解決する力を、実は自らの内に持っていることを自覚し、

他者との対等で豊かなつながりを結び直すプロセスを通じて、コミュニティ（集団と地域）と社会

を変革していく「主体」を形成していく取り組みが世界のあちこちで行われています。

◆

女性たちは、地域の中で小さなグループをいくつもつくり、対話を積み重ね、個人的な経験

と感情を他の女性たちと共有することにより、自己否定感や無力感、自責感が社会のしくみの

中で生み出され強化されるものであることに気づいてきました。集団・組織・ネットワークなどの

活動を通じて、男性優位社会に置かれている自分自身と他の女性たちを抑圧している問題を

解決し、その背景にある社会構造や権力構造を変革するために行動を起こしてきました。

◆

↑被差別カースト文化芸術の継承と誇りの回復

自覚・意識化のための教育
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インドの村々においては、カースト制度によって上位カースト

からの抑圧を受け、性差別によって男性からの抑圧を受けてい

る、ダリット（被差別カースト）女性に照準をあてて、村を変え発

展させていくプログラムが実施されています。村人の中から指

導者を育成するためのリーダーシップトレーニングや職業訓練

が行われています。起業などによって女性の経済的エンパワー

メントや自立を促すため、村人自身による毎月の積立金を資金

として低金利でお金を貸す住民銀行や、自分たちの出資金で

収入向上と雇用創出を生み出すことを目的とした生協などの取

り組みも行われています。卑下され蔑まれ差別されマイナスイ

メージを植え付けられてきたために、消滅の危機にあった自ら

の文化や芸術・芸能、職業を誇りあるものとして継承しようとす

る取り組みを若いダリット女性たちが始めている地域もありま

す。自分たちの地域や生活に必要なものを行政に交渉して要

求するのみならず、自らが政治に参加し政治を変えようとする

取り組みも行われています。保護や援助の客体から、自分自身

の力で自分たちの状況を変えようと、権利主体として立ち上が

っていく女性たちの姿がそこにはあります。

◆

女性たちのエンパワーメントは、既存の価値観・秩序観との対立を生み出し、社会や地

域、家庭の中でのパワーの再配分や関係性の変化を模索していく取り組みです。地域住民

や家族からの批判や攻撃をあびることもあります。暴力を受けるなどの困難を抱えながら、

あきらめずに続けられる説得。まさに闘いながらの活動です。

◆

彼女たちにとって、自らの属するコミュニティは、生きる基盤であり、自らのアイデンティテ

ィを維持そして確認できる場所でもあります。文化的・政治的・経済的・社会的にエンパワー

メントしていくための、個人、集団、地域としての、生きる力の再生・創出の拠りどころでもあ

ります。しかしそのコミュニティは、差別や抑圧、支配―従属の関係を生むものとしても働い

ています。彼女たちは、それらをすべて否定するのでも継承するのでもなく、自分たちで変

革し再構築していこうとしています。世界各地で行われている日常生活の中でのまちづくり

の取り組みは、私たちが学ぶことがたくさんある宝の山です。

↑女性を対象としたリーダーシップトレーニング

↑職業訓練プログラム

↑自らの出資金による住民銀行
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三島にはいろんな一人暮らしのお年寄りが住んでいます。

一人暮らしのはずなのに｢夜になると死んだお母ちゃんが布団の中

にいてるんや。不思議なことになぁー。｣という認知症のＡさん。

自宅で血を吐いて入院をすすめても｢皆さんには迷惑をかけますなぁ。

でも、ここにいたいんや。｣ と言いながら息も絶え絶えに｢又、来て

や｣と玄関で手をふってくれるＢさん。

お酒で持っているお金を使ってしまい「南さーん。お金がないんだよ。｣

とミカンに電話をかけてケアマネに怒られるＣさん・・・。

Ｃさんは歩けなくなり生活保護のワーカーから施設の入所をすすめ

られました。でも、ケアマネさんやデイサービスのスタッフ、回りの人た

ちが自分を支えてくれるので倒れるまでここに住みたいと言います。

Ａさん、Ｂさん、Ｃさんとも事情があり家族の関わりはなくお一人暮ら

しです。暮らし方や生きざま、性格はさまざまですが住み慣れた地域で

最後の時まで暮らしたいという思いは同じなのです。

その思いを大切にし、地域のいろんな人たちが支えています。

地域の民生委員さん、福祉委員さん、愛センター、地域包括支援セン

ターやケアマネさん。

一人では大変なことをみんなで考えるのがＭーＣＡＮのネットワーク

です。
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医療法人 清風会

地域活動支援センター 菜の花
〒567-0801 茨木市総持寺1-2-20

℡ 072-621-0018

精神障がい者の方々が地域で楽しく暮らせるお手伝いをしています

その３．いろいろなプログラム活動があります

生活の質の向上や仲間作りに役立つプログラムをしています

その４．地域交流や啓発活動をしています

その２．いこいの場です

談話室

その１．相談できます

相談室

★料理プログラム★

みんなで料理を作る日も

あります。

地域にお住まいの皆さんとのお付き合いも大切にしています。

精神障がいや心の病気についてより多くの方に知ってもらうための活動を行っています。

★季節を感じる楽しい行事★

季節の行事やお菓子作りをします。

★その他にも…★

卓球などの軽い運動

や、園芸やビーズ

などなど

楽しいプログラムを

実施しています！！



- 13 -

こんにちは☀お弁当のひざしです！！

いつも温かいお弁当と笑顔を一緒に

お届けしています┫

地域で暮らす人が、地域で暮らす人のために、

調理をして配達をすることを基本にして

活動しています。

家庭的であることを「売り」にしていますので、

多少の失敗もありますが、

温かい目でこれからも見守っていってください┻

楽しくワイワイ言いながら

毎日お弁当を作っています。

興味のある方、どんな活動しているのか

見てみたい方、是非是非一度

のぞきに来てください┫

そして私達と一緒に地域の人の為に、

お弁当を作ってみませんか？

M-CAN 事業案内
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４月から始まった介護予防事業（運動機能向上、

認知予防プログラム）がようやく定着しました。

みんな、いきいき楽しんで参加されています。

現在の利用者数は37名、合計年齢4,043歳、

平均年齢82.24歳。みんなのパワーをスタッフが

もらっているという状態です。

この介護予防事業を全国的にもっと普及して、

いつでもどこでも受けられるポイント制にしても

おもしろいなあと思っています。

また、「日向（ひなた）」が開いている喫茶コー

ナー「ぼっこ」のお菓子と飲物（コーヒー、紅茶、

お茶）セットは、地域の方に

大人気です。

ひなたぼっこでリラックスを!

百合子さんの

地域で生活するいろんな世

代の人の姿を見て､発せられ

る言葉を聞いて教えられ､何

かをしながら「あっ!!｣ と

感じて代弁して･･･｡

そんなことの一つひとつが

今の自分をつくってきたの

かも･･･｡

新しい発見があってこそ、

新しいつながりが生まれる｡

そんなことを思いながらも､

前向きに後ろ向きにを行っ

たり来たりの日々を過ごす

毎日。

こだわりを持ってやり続け

ることを､難しくするのも簡

単にするのも楽しくするの

も自分自身だと､これを書き

ながら感じています。

そんな「地域」で見つけた

考えさせられることを、発

信していきます。
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入会のお誘い

三島コミュニティ・アクションネットワー

ク愛称M-CAN（ミカン）は、三島地域の助け

合いの仕組みとして組織され、今では安

威川東部エリアにおける福祉の拠点とし

て位置づいています。

街かどデイハウス「日向（ひなた）」や

配食サービス「ひざし」など、地域福祉に

こだわった事業を展開し、「共生のまちづ

くり」など、住民一人一人が輝いて生活で

きる仕組みづくりを目指しています。

M-CANでは、設立主旨を理解いただき、

一緒に「まちづくり」「地域福祉」を創って

行く方を募集しています。

①個人正会員（年額） 5,000円（一口）

②団体会員（年額） 10,000円（一口）

③賛助会員（年額） 3,000円（一口）

会員には情報誌

｢M-CANJuice｣をお届けします。

また、M-CANが実施する

様々な行事の案内や

事業活用が行えます。

個人・団体正会員については、

総会での「議決権」が保障され、

M-CANの意思決定に

参画することが出来ます。

発刊にあたり

このたび情報誌「M-CAN Juice（ミカンジュース）」

を発刊することにしました。M-CANは結成以来様々

な地域課題と向き合ってきました。この蓄積してきた

経験や見えてきた課題を広くお伝えしていくことが重

要であると認識したからです。新しい「まちづくり」を今

一度再構築していくことを目的にして、地域課題から

逃げずに、たった一人に現れる困難を発見し、共有

し、制度を「縦糸」に住民の力を「横糸」に綴ることの

出来る織手でありたいと願っています。

「M-CAN Juice」は、地域自治力を創造するための

「鎹(かすがい)」を目指したいと希望しています。

皆さんのご意見をお待ちしています。

三島コミュニティ・アクションネットワーク

代表理事 岡本 赳夫

印刷： 株式会社プリントパック / デザイン：


