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平成３０年度の年間の活動 
 

１． 舞多聞エコ倶楽部の活動 

１）この１年を振り返って 

住まいのまちなみ賞応募時（H27.8）約 1400 世帯、4600 人(定着率概ね 5 割強)のま

ちが現在、約 2250 世帯、7700 人（同 9 割弱）と急激に拡大しました。右図のように人

口構成も子供及び子育て世代に偏重したとても若い街です。 

さて、この 1 年は、1 昨年からの成果として、舞多聞の地域活動を担う新たなコミュ

ニティ組織に 2 つの大きな動きがありました。 

1 つは、9 つの自治会と舞多聞エコ倶楽部(以下「エコ倶楽部」)を含む若干の地域団

体で構成し 6 つの部会を持つ「ふれあいのまちづくり協議会(以下「ふれまち協」)」の

発足です。 

もう 1 つは、UR から集会所用地の取得及び新規の集会施設建設並びに運営を担う組

織として住民有志が設立した「NPO 法人ガーデンシティ舞多聞倶楽部(以下「NpoG 倶楽

部」)」です。 

どちらもエコ倶楽部の社員（以下「仲間」）が主要な役員となりそれぞれの組織を支

えています。そのため母屋のエコ倶楽部の活動が抑制されたことは否めません。 
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２）学園南緑地や自然住宅地の景観維持活動 

エコ倶楽部の環境保全活動の柱が、神戸市の公園管理制度「美緑花ボランティア」に

『舞多聞里山育成会』として登録して市の助成金を財源に行う活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学園南緑地 

学園南緑地は保全エリアに雑木林と既存のため池があります。そこには絶滅危惧種を

含む貴重な生物が生息しています。環境アセスメントにおいてその保全が義務づけられ

ており、管理者の神戸市、開発事業者の UR 都市機構(以下「UR」)と舞多聞里山育成会(エ

コ倶楽部)の間で確認書を交わしました。当地の貴重種及びその環境保全を里山育成会

が担う団体であることが公に位置づけられました。 

保全活動の担い手は、舞多聞小学校 4 年生グループが放課後や休みの日に森遊びを求

めてまちづくり館に集まることを利用して冒険遊び場つくり隊活動の 1 つとして、協力

してもらっています。写真はビオトープ池の水生生物の観察と今年のニホンアカガエル

の産卵状況の調査観察です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学園南公園 

新設の小学校に接した丸く造成で残された

小山状の柵に囲われた区域の頂上部の樹林帯

が活動の舞台です。1 昨年末から 1 回/月の「冒

険遊び場つくり隊」活動を始めています。林の

整備が 1 つの目的ですが、そこは子供たち作業

より森遊びが主体に変わってきています。活動

の主体は舞多聞小学校 5 年生グループです。活
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動日も適宜子供たちが集まる日に変化してきています。 

子供たちが放課後まちづくり館を訪れ、入り口のカギを借り受け、小 1 時間の森遊び

を楽しんでいます。当日の責任者を決め、その後の活動は放任しています、土日には適

宜林の整備も行っています。 

課題のプレーリーダー養成はまだ道筋が見えていません。 

（３）自然住宅地等 

みついけ・てらいけ地区には舞多聞のまちなみの質を高めている豊かな現況林を持つ

住宅が沢山存在します。 

てらいけの住宅地では、今年も住民と一緒に樹木医さん招き既存林の管理の講習会を

行いました。 

昨年発生したナラがれ対策のために UR から多くの資材提供を受けましたが、残念な

がら時間人材の確保がかなわず今年度のナラ枯れ僕の処置は見送ってしまいました。来

年度こそは年度計画に位置付けてらいけの緑地協定運営委員会と協力し合って対応を

行う予定です。 

エコ倶楽部では、将来の活動資金調達財源として、みついけ、てらいけ、施設の用地

の維持管理の相談窓口及び維持作業を請負う準備をしています。今年は、てらいけの住

宅地で台風により倒木となったコナラの処理を行いました。 

幹部は玉切りし、NpoG 倶楽部の新館薪ストーブの燃料利用及びシイタケの原木栽培

用に活用し、また枝等の雑材部は、チッパーにより粉砕し、カブトムシの産卵場及び整

備中の園路の表面舗装に活用し、循環型資源活用のモデルをしまします。 

ありがたいことに隣地の方からも樹林地の管理法についてと樹林地整備依頼の問合

わせをいただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）交流空間や道端の景観改善 

今年も引き続き、花のまちなみ整備を目指し、シニアの会「舞フレンズ」の皆さんや

冒険遊び場つくり隊の子供達とみついけ川沿いの大花壇の維持活動を継続して行って

います。 

また、懸案のメイン道路の 272 か所あるユリノキの街路樹下の植えます約 1.5 ㎡の花

壇化については、NpoG 倶楽部が花いっぱい事業の一環として次年度から取り組むこと

に決定しました。エコ倶楽部が市との調整等後方支援を行ってく予定です。 
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夜の景観演出と地域の緩い交流の場を作るために、昨年から月１回開店させている、

まちづくり館の駐車場のテントを張りで行われる、赤提灯を吊るした酒宴の会「繁昌亭」

は、NpoG 倶楽部のまちづくり会議に乗っ取られた状況に陥りました。場所もまち館（冬

の寒さに耐えかね）に場所を移し、深夜というより明け方まで議論に花を咲かせていま

す。酒の威を着たとはいえ NpoG 倶楽部の活動に大きく寄与したのではないでしょうか。 

なお、大人の楽しみとして赤ちょうちんの点灯及び 12 インチのダッチオーブン料理

はこだわり続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）維持改善作業とイベント 

今年も緑地等の保全と合わせ以下の活動を行いました。 

春、行灯祭りの竹行灯づくり  

地区内の竹林は少ないため交流のあるシブレ里山楽しむ会の破竹や近隣の放置孟宗

竹林からの供給を行なっています。 

夏、ソーメン流しの樋･器･箸、竈の燃料供給。 

樋は地区内孟宗竹林の間伐により供給し、器はシブレ里山楽しむ会から伐採破竹を使

用．会場で各自にマイお椀を作ってもらいます。 

  昨年度までの開催地広場の一部に学童保育施設が建設されたため、規模を縮小し

て実施しました。 

冬、ミニ門松、リース材料(ツタ類、色とりどりの実、松ぼっくり、緑の枝)今年も豊

富な自然材料が集まりました。 
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餅つき大会の竈の薪（各活動、木工教室で発生した残材） 

とんど焼きのやぐら(穂のある竹･竿･倒木･伐採枝葉・もち米づくりの脱穀後の稲わら

等)･長櫛･器･箸、竈の燃料 

 

２．まちに季節の風物詩を育てる活動 

エコ倶楽部の役割の 1 つに、新しい街にはなかなか育たない日本の地域行事の仕込み

があります。数年間継続して取り組んできた成果もあり舞多聞に定着の兆しが見えます。

また活動主体もエコ倶楽部からふれまち協等への移行も紆余曲折を経ながら進めてい

ます。 

１）今年の風景 

（１）５月 森に泳ぐ鯉のぼり 

昨年、回復不能かと思われた鯉の家族を強力ガムテ

ープ等で補修し、顔に絆創膏が張り付いた鯉でしたが、

今年も森の緑と風の流れの中で泳がすことができま

した。次年度以降に、隣接する神戸芸術工科大学(以

下「芸工大」)谷口先生との連携アートを利用して新

しい舞多聞の子供たちと作るこいのぼりの制作を模

索中です。 

（２）５月・６月 カスミサンシュウウオがアートになる・光の祭典 方丈行灯祭 

今年も芸工大の学生が立案した創造あふれるアー

トを子供たちと作成しました。 

ストローと色セロハンを使った「カスミサンショウ

ウオの家灯ろう」や「方丈大行灯」は、舞多聞の夜を

彩る素晴らしい光のイベントになりました。 

また、子供たちの手形の切り抜きにメッセージを書

き込んだ、大きな木の制作は、まち館の壁面いっぱい

に枝葉を伸ばし、舞多聞の子供たちの成長を祈る素晴らしいモニュメントに姿を変えま

した。さすがは美大生ですね。 

方丈行灯と並行して毎年行うヘイケボタルの観賞会ですが、昨年同様数匹のホタルの

淡い光の鑑賞にとどまりましたが、参加した住民のみなさんは家の近くで体験できるホ

タルのひかりに感銘していただけたようです。 

ホタルの鑑賞は平日の夜も希望があれば鑑賞していただけるシステムにしています。 

今年は、地区内のホタル自生地から採取した個体を放し、鑑賞と繁殖を試みる予定で

したが、採取準備を行っている際黄色スズメバチ？に刺されてしまい、次年度へ持ち越

しとなってしまいました。 

将来の舞多聞神輿作りに発展すればいいかなとの思いで、芸工大学生が作成していた

オオサンショウウオ「サンちゃん」も参加してもらい、会場を盛り上げました。 
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（３）８月流しソーメン 

ふれまち協の行事に移行することを希望していましたが、ふれまち協の行事にすると

1000 人規模の参加となるため、会場縮小による混乱を避けるため、昨年同様エコ倶楽

部単独の催しとなりました。開催のお知らせも、間際に HP での告知だったので 80 人程

度のこじんまりとした催しとなりました。毎年の参加

を楽しみにしていらっしゃる家族もおり、参加家族み

んなで準備し片付け楽しむ舞多聞流、流しソーメンは

夏休みの風物に育っています。 

次年度からは、ふれまち協にバトンタッチをして、

舞多聞の夏祭りの創設に役立てられないか互いに知

恵を出し合い取り組んでいきます。 

 

（４）８月夏祭り・１０月秋祭り 

夏祭りは中学校区の隣接ニュータウンの公園で毎年開かれています。舞多聞からはふ

れまち協での参加ですが、事務局はエコ倶楽部の仲間たちが中心に支えています。 

秋祭りは、ふれまち協が開催する舞多聞全体のビックイベントです。会場準備を主導

する事務局は昨年(準備会開催）同様にエコ倶楽部の仲間が主なっています。 

エコ倶楽部は「ロボットプログラミング教室」のブースを開設して参加しました。低

学年層を対象とした体験型臨時教室を開き会場を盛り上げました。 

教室に利用したタブレットやちいちゃなレゴロボットは赤い羽根募金の助成金によ

ってそろえた機材です。次年度から新しいコミュニティ施設の会議室を利用し毎週教室

を開催する準備をすすめています。 
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（５）１２月クリスマスリースとミニ門松づくり 

建築中の現場の横ではありましたが、年末恒例行

事になっています、公園や緑地を覆う厄介者のくず

のツルをたっぷり使ったクリスマスリース、太い孟

宗竹と細い破竹を組み合わせたミニ門松づくりで

す。子供たちの創作力は毎年向上しています。とて

もうれしい光景です。 

 

（６）１２月（２月）餅つき大会 

エコ倶楽部から継承するふれまち協が行う年末

のビッグイベント、のはずでしたが、会場が例年の

保育園(NPO）園庭以外適地が見いだせなかったため、

保育園からの NG で今年は断念しました。が、エコ

倶楽部と保育園でお知らせ範囲を狭め実施しまし

た。昨年はお知らせ全戸配布を行ったため 350 人が

集まり 2 部構成で行っていますが、今年は 150 人程

度の参加ではありましたが、雨模様にもかかわらず

例年ののように幼児から大人まで楽しい時間を共有できました。また、昨年からシブレ

里山楽しむ会との交流でハンディキャップの方も参加してもらっているのでお互いの

有意義な交流の場を提供できたかなと自賛しています。 

この餅つきに使ったもち米は、食育クラブの 10 家族約 40 人で手植えの手刈で収穫し

た 30Kg のもち米を使用しています。 

一方ふれまち協は次年度以降のノウハウ蓄積と称し 2 月、エコ倶楽部が指導する餅つ

き教室をまちづくり館裏庭で催しました。準備等のもたつきはありましたが参加の役員

さんはそれなりの経験を積めたのではないか評価しています。エコ倶楽部では前述のも

ち米の提供や丹波ブランドの大納言を使った手作りつぶあんを提供しました。 
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（７）１月とんど焼き 

餅つきと違ってふれまち協の主催で行なうことになっていましたが、どういう経緯か

防災コミュニティ（地域の防災組織：当日団体結成宣言）とエコ倶楽部の主催で行うこ

とになってしまいました。 

今年のやぐらは例年の竹主体ではなく藁を用いて試行してみました。こちらも雨模様

の中、藁があっという間に燃え尽きる余韻のない演出となってしまいました。その分片

付けの際苦労する熾火が少なく撤収作業は例年に比べ楽をしました。 

エコ倶楽部はやきもち付きぜんざいと竹長櫛と切餅を、PTA・子育てクラブが炊き出

し練習でトン汁を提供しましたがあいにくの雨のため参加者は 300 人程度にとどまっ

たようです。 

昨年度から、やぐらの設置等を自治会役員等を巻き込み実施しているため会場設置の

ノウハウを体得した住民も増えてきているように思いますが、まだまだエコ倶楽部のノ

ウハウは必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

３．建築協定・緑地協定運営支援 

１）てらいけ地区建築協定・緑地協定運営員会運営支援 

今年も引き続きてらいけ建築協定・緑地協定の受付窓口を行い下審査、2 回/月運営

委員会運営を支援しました。 

昨年までの 4 年間の運営委員会は、大学、UR との公開講座に参加しまちづくり理念

に賛同してらいけの住居を構えた初期入居の人たちにより運営されていました。 

後発居住者の協定に関する不勉強、関心の欠如が顕在化しだしていること、現委員会

が特定の住民の私物化的組織ではないかと会員に思われているのではとの懸念から、今

年度から輪番制を取り、前役員はアドバイザーとして半年フォローする体制をとりまし

た。これにより協定を理解する住民を増やしていこうとの思惑がありましたが、平日と

土曜日の夜月 2 回の開催には委員の参加が思わしくなくたびたび不成立の発生する状

況に落ちっており改善の議論を始めています。 

また、協定にかかわる現況調査やグレーゾーンの線引き及び数値化等課題の認識はあ

るものの委員の出席状況に鑑み歯がゆくも足踏み状況が続いています。 

運営委員会をサポートするエコ倶楽部としては住民有志(エコ倶楽部の仲間）と本調

査経費を利用して次年度にかけ現況調査及び課題整理等の支援にと組みます。 
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４．その他の活動 

１）地域団体等運営支援 

（１）ふれあいのまちづくり協議会支援 

同じ方向性をもって活動している仲間同士でも長らく一緒に活動していると些細な

こときっかけで人間関係がこじれ組織の運営に影を落とすことが多々あります。20 年

近くボランティア的活動をしていると間接的ではありますが何度かその場面に遭遇し

てしまいます。お互いが話し合い相手の性格を容認し妥協しあって解決する、または間

に仲間が入りお互いのわだかまりを見極めほぐして解決を図るなどが考えらえます。1

昨年ふれまち準備会の支援に回ったエコ倶楽部の仲間と筆者との間にもその状態が 1

年近く続き周りの仲間たちに心配をかける状況が続きました。一時はエコ倶楽部をふれ

まち協の構成団体から外すとの動きもあったようですが、関係するみなさんの配慮の結

果、ふれまち協にとって重要な役割を担う地域の先人団体としてふれまち協に参加し、

人材の提供、各種イベントのノウハウの提供を行いなど、舞多聞の地域コミュニティの

醸成に深く貢献し続けています。 

（２）未組織自治会の設立支援 

舞多聞のあと 4 つの地域に自治会設立の動きがみられません。ふれまち協には自治会

部会があり、その部会が設立の手伝いをすることになっています。残念ながら自治部会

にも具体の動きはありませんでした。エコ倶楽部としては当面、必要時の支援部隊との

位置づけで静観の状況です。 

4つのうちの 1つにはメインの道路沿いを財団の事業として取り組んでいただいてい

る街区があります。財団さんからハウスメーカーや住民に対する後押しを期待したいと

ころです。 

（３）集会所用地取得及び施設建設支援 

昨年度の報告で、当該活動の調査検討費を活用した経

済的支援を掲げていました。 

当初、社団法人の設立を前提に設立経費を支援したい

と考えていましたが、用地取得費用(1 億円)の融資銀行

等からの融資団体条件は NPO との条件が示されたため、

設立費用が掛からない NPO（NpoG 倶楽部）を設立するこ

とになり、支援の対象も見直しました。 

法手続上必要な印紙代等の手数料などの支援、UR か

らの負担金で建設する施設(.Comu 館)のセレモニー的

な費用（棟上げの直会手作り食材費、完成式の手作り食

材費、会場修景費）、理事会、山師の会、ガーデンシテ

ィ舞多聞倶楽部の各会議費を支援しました。 

NpoG 倶楽部の理事監事 9 名中 6 名がエコ倶楽部社員

であり、エコ倶楽部、Npo の境界はあいまいですが、究
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極の人的支援を行っているといえます。 

NpoG 倶楽部の設立及び運営の経緯は別に紹介等行うこととします。 

次年度は、エコ倶楽部の活動に影響でないよう、NpoG 倶楽部の活動とのバランスと

る必要があります。  

 

２）その他の継続中の取り組み 

（１）環境境教育 

舞多聞小学校では、2 年生を対象に街なか施設調べをする校外

学習行なうプログラムを持っています。毎年秋にはまちづくり館

を訪れる学童が多くいます。エコ倶楽部が窓口になりまちづくり

館の役割と、学園南緑地の里山環境を現地で紹介をしています。

緑地の環境に興味を持った児童は、その後まちづくり館を訪ねて

きます。児童たちとは池の観察やカスミサンショウオを一緒に探

しだし手に取り観察するなどし緑地のファンづくりを行ってい

ます。その子たちは学年が進んでも友達と連れだって緑地を訪れ

ます。冒険遊び場つくり隊の一員として活動してもらい、緑地の保全活動を支える人材

育成を目指しゆるーくそして興味の材料を投げかけつつ子供たちとの付き合いを進め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食育事業の展開（もち米づくり、黒豆づくり、味噌づくり） 

舞多聞シニアの方で余暇を隣の西区や少し離れた北区の農地で野菜づくり等行って

いる方々がいます。残念なことに舞多聞の子供たちは近隣に畑や田圃が皆無で、土と遊

ぶ機会に恵まれていません。そこで今年も昨年度同様に西区の押部谷でもち米づくりを
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行いました。目標の 60Kg は半分の 30Kg でしたが、年

末の餅つき、トンドのぜんざいの餅、熾火で櫛刺し焼

き餅と、また参加家族には 2Kg の持ち帰りを行い、自

分たちで植え刈り取ったお米を堪能してもらいまし

た。お母さん方から子供たちが自慢しながらおいしく

食べているとの感想が届けられています。 

今年の印象は、刈り取り時のことです。子供たちが

稲穂の株間をすり抜け迷路遊びを始めました、同調し

たお父さんが株を刈り取り、通路を作り出しました。

10 数人の子供たちが迷路を使った隠れんぼをした後、

一斉に稲刈り作業をこなしました。とっても楽しい遊

び心の収穫作業を経験することができました。 

昨年 2 月に、丹波篠山の黒豆で味噌づくりに挑戦し

ましたが、5 月の天地返し、熟成を経て 1 年後の 2 月

にとてもおいしい手作り味噌が味噌ツボの中に完成

ていました。味噌づくりに参加した家族の方はその晩

早速味噌汁にして堪能したとのことです。ふれまち協

の餅つき日だったので、つきたてのお餅に味噌を載せ

て食べてみたら、もとってもおいしいと評判なってい

ました。素人づくりではありますが手作りは最高です。 

今年は自分たちで作った黒豆で味噌を作ることを

目標に定め、有志で丹波篠山に畑をかり一から黒豆を育ててみました。 

田植えを済ませた後子供たちとまちづくり館で黒豆の種を 240 粒まき、苗の成長を見

届け、ピクニック気分で現地に家族と出かけ苗植えを行いました。草抜き、施肥、土寄

せ、支柱の設置の規模はわずかですがそれそれ半日仕事の汗を流しました。秋の収穫は

枝豆で、半分の範囲で行いました。天候不順の夏、そして無農薬のため実付きは芳しく

ありませんが、黒い立派な枝豆もそれなりに出来ていました。 

この黒枝豆はまちづくり館で 6,000 円の売り上げを得ました。収益事業として十分見

込期待が持てる結果です。12 月に収穫した残りの黒豆 2kg は少ないながら参加家族に

分配することができました。残念ながら今年の味噌用には全然足りませんでした。 

丹波の黒豆製味噌づくりは叶うことができませんでしたが、今年も親子の味噌づくり

体験で北海道産大豆と黒豆でそれぞれ 10Kg の仕込みを行いました。 

さすが昨年経験している子供たちやお母さんたちの手際の良さに関心しましたし、子

供たちの楽しそうな作業を見ているととてもうれしくなります。 

さてさて、1 年後が楽しみです。 

来年は、みんなで育てた丹波の黒豆で味噌づくりに再挑戦を行います。 
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（３）木工教室 

エコ倶楽部の団体会員と一緒に、巣箱づくりや夏休み

の木工教室を今年も行いました。木工教室の先生はまち

づくり館を作業場に使用しています。子供たちとはすっ

かり顔なじみなっています。放課後 3 年生、4 年生、5

年生と子供たちがまち館に遊びに来ます。お目当ては、

緑地の森やため池の遊びと、端材をもらっての木工あそ

びです。金づちやのこぎりの使い方も上手になっていま

す。 

まち館に集う子供たちにとって、まち館で過ごす時間は生活の一角を担う存在になっ

ているようです。とてもうれしい現象です。 

 

３）新たな取り組み 

(１）ロボットプログラミング教室開設準備 

2,020 年度より義務教育化されるロボットプログラミング教

育。 

エコ倶楽部のロボコン経験者が、商業化に走っている各種の同

教室に舞多聞から１石を投じたい、舞多聞の子供たちにロボット

教室を通じて、自分で考え、創造し、課題解決を行える能力を備

えた子供に育てほしいと願って、取り組む事業です。 

今年は、獲得した助成金で最小限の機器をそろえ、秋祭りの体

験臨時教室、エコ倶楽部会員の子供を対象に教室の試行を行って

います。 

次年度前期に数人の子供達を生徒に確保して教室を

開設し、エコ倶楽部の仲間が講師として実践しながら研

鑽を積み、後期から一般募集の展開を計画しています。 

秋祭りのデモの効果か、まちづくり館に訪れる子供た

ちや親たちからはロボット教室へ参加の意向も寄せら
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れています。エコ倶楽部の財政を潤す有力な新規の収益事業として期待してます。 

 

(２）心育む子供と動物プロジェクト 

舞多聞に在住の獣医師さんと協働して動物を通し

て優しい心を持つ健全な子育てに寄与しようと取り

組む教室です。 

学校でよく飼われているウサギは子供たちに人気

の動物ですがウサギさんは困っていませんか。まちづ

くり館でウサギに触れながら、正しい接し方世話の仕

方を学びます。心臓の音も聞くことができます。 

イヌをよく知る教室も開きました。子供たちとイヌとの正しいコミュニケーションの

取り方を学びました。舞多聞のまちでは犬を飼っているお宅も多く朝夕イヌとともに散

歩する住民の方が多くいます。駄々をこねるイヌにてこずる飼い主を見るにつけ、近い

将来大人のための教室の必要も感じます。 

さらに進めて、次年度は公園の中にウサギの飼育所を作り企画しています。賛同する

子供たちを複数集め、放課後や休みの日に当番の子供たちが責任をもって自由にウサギ

と接し世話をする。そして 1 年ごとに後輩にリレーするこんなシステムを考えています。 

公園を管理する市の担当者からも事例の勉強をしておくので相談には乗りますとの

前向きな返事もいただいています。 

(３）ヤギ除草とヤギと触れ合う公園プロジェクト 

公園の草刈りはかなり大変な作業です。それではと

今はやりのヤギを使った除草の実験をしたいと、市の

公園担当に問い合わせたところ、興味を持ってもらえ

て、いくらかの条件付き許可をいただきました。 

本当の目的は夏休み中、舞多聞の多くの子供たちに

日常生活の中で大きな動物に接し、心の感性を磨き豊

かになってもらいたいとの遊び心の企画でした。もち

ろん、（2）の獣医師さんが協力してくれる前提でで

きた企画です。 

写真のように策に囲まれ園地に小屋を設置し朝、小

屋から解放し、夜小屋に戻すこの繰り返しの世話でし

たが、毎日となると結構きつい体験をすることとなり

ました。直接的、間接的に子供たちや親御さんが毎日

たくさん触れ合ってもらえたこと、名前も付けてもら

って名前を呼びあい世話をしてもらえたことなど、大

成功だったと思います。 

肝心の除草の効果も数値化を行ってはいませんが明らかに効果はありました。でも獣
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臭は課題として残りました。 

今回は、本調査費を使っての１か月間のレンタルでしたが、公園内を散歩して草を食

ます作業を積極的に手伝ってくれる子供たちも多く、次年度も将来の公園内飼育を目指

し、ヤギ除草実験を継続させます。 

 

 

受賞を契機に新たに取り組んでいること 
受賞やシンポジウムに参加して、優れた住まいまちづくりの多くの事例と出会うこと

が出来ました。まちを支える人たちの講演や説明を見聞きする機会も得ることが出来ま

した。自分たちのまちの価値や魅力、活動を的確に伝えるまちづくり先輩諸氏の姿はと

てもとても刺激になります。 

今年も昨年度までの取り組みを継承発展させていきます。 

特に、地域の団体であるエコ俱楽部ならでの活動として、まちの形成経緯を記録し、

HP 等を活用し住民全体に開かれた情報提供を行ない舞多聞のわがまち意識の共有化を

図ります。 

 

１．まちづくりまち育ての伝道 

よいまちを見ること、そこに暮らす方、その街にかかわっている方々と言葉を交わす

ことは、お互いのまちをより質の高い街に育て上げるとても有効な手段だと思います。 

多くの方に私たちの舞多聞のまちを紹介し、このまちの良さを参考に、長く住み続け

るまち、住んでみたいまちを少しでも多くなるために活動を続けます。 

 

１）６月 玉川学園地区まちづくりの会の訪問 

第 12 回住まいのまちなみ賞受賞のまちづくり会の方

が斎木先生と舞多聞を訪ねてきました。互いのまちづく

りの交換を行い有意義な時間を得ることができました。 

２）１１月 まちなみ塾視察 

視察日前日の懇親会に参加させていただき講師の先

生方や塾生の方々とまちづくりについて意見交換だで

き、とっても有意義な時間を作っていただき感謝してい

ます。 

当日は、斎木先生の講義とてらいけ・みついけの現地

視察及び住民との意見交換を行いました。 

NPO がまちづくり館の用地建物を取得し、新たな交流

施設を建設していることを塾に参加のみなさんにお伝

えすることができ、UR、大学そして住民で進めた舞多聞のみついけ・てらいけプロジェ
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クトが住まいや家並みの質の高さだけではなく、まちのマネージメントを担う人づくり

を行っていたプロジェクトだと感じ取っていただけたのではないでしょうか。 

 

２．まちの記録を残す 

まちびらきから 10 年を経て、昨年から始めた「まちそだて 10 年誌」の取り組みは、

エコ倶楽部メンバーがふれまち協議会初年度運営、ＮＰＯの設立及び運営に忙殺された

こと、ドローン撮影者が転勤及び健康を害して長らく活動ができなかったことから、い

ったん中断しています。 

それぞれの団体運営に余裕が出てくる次年度から、3 団体が協力し合って舞多聞の歴

史の記録づくりに取り組むよう、それぞれの団体に働きかける予定です。 

１）まちはじめ 10 年誌編集委員会の今後 

今年度は委員会組織を形成するまでに至っていませんが、過去及び現在の記録収集行

為を開始しています。昨年舞多聞のまちづくりの勉強会「ガーデンシティ舞多聞倶楽部」

を開設しましたが、現在は中座しています。 

委員会の発足は 3 団体の協議を経てとなりますが、次年度から「ガーデンシティ舞多

聞倶楽部」の再開し委員会の発足の後押しを図ります。 

２）空中鳥瞰記録 

エコ倶楽部内に撮影技術者を複数要請するため研修会への参加を行いました。現在 2

名の技術者で撮影体制をとることができます。なお、1 名は転勤により四国に単身赴任

となっており活動の制約はありますが、飛行コースのプログラミング機能を生かし定期

的に街の変化の撮影やイベントや適宜まちの観察など撮影を続け空からの記録集積を

図っています。 

斎木先生の勧めで、芸工大学建築系の学生にドローン操縦技術の講義・実技を行い、

ドローンの都市計画、建築計画等の調査ツールとして活用技術の開発の一助を担う役割

を与えていただいています。 

次年度はさらにドローン操縦者の拡大を図る予定です。 
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調査検討費の使途 
 

 すまいまちなみ啓発学習会 

 自然住宅地維持のための樹木医による「ナラ枯れ診断と対策(1 部)」、「庭でで

きるコンテナ園芸講習会（2 部）」費用 

 すまいのまちなみネットワーク総会参加費用 

 舞多聞ネーチャーアート大学連携イベント第3回他及び冒険遊び場つくり隊費用 

 大学連携イベント“まちのシンボル「カスミサンショウウオ」をテーマにしたネ

ーチャーアート‘18「カスミサンシショウウオがいる家と手形切り抜き大きな木

造り」”企画及び材料費用。 

 親子交流イベントのｶｰﾈｰｼｮﾝﾏｸﾞﾈｯﾄづくり、灯り塾、木工教室、クリスマスリー

ス＆ミニ門松づくり、凧作りの会場費及び講師料 

 冒険遊び場づくり隊の定例会及び放課後活動時のおやつ飲み物費用 

 冒険遊び場つくり隊が世話する、動物と触れ合う場づくり（ヤギの 1 か月リース）

費用 

 まちそだて支援 

 てらいけ建築・緑地協定運営委員会の運営支援（2 回/月会場費･総会等資料印刷

費・全宅地現況写真記録費等）費用 

 NPO 法人 G 舞多聞倶楽部の設立及び初期運営支援（申請･登記手数料、会議･交流

会費用手作り地鎮祭･上棟式直会、手作り完成式、事務消耗品･備品等）費用 

 まちはじめ 10 年誌作成 

 ふれあいまちづくり協議会広報部会及び NPO 法人 G 舞多聞倶楽部協働の 10 年誌

づくりを推進し、作成するために費用を保留。 

 まちづくりの情報提供・まちの人材発掘のための情報交換の場ガーデンシティ舞

多聞倶楽部・繁昌亭運営の会議費等 
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近い将来取り組まなければならない課題 
今年の 1 年は、エコ倶楽部を取り巻く環境が大きく変わりました。 

市の福祉にかかわる条例に基づく組織でありながら舞多聞の地域団体のプラットホ

ームを目指し舞多聞のまちづくりを担う「舞多聞ふれあいのまちづくり協議会(以下ふ

れまち協）」と、住民等有志により設立したコミュニティ施設を銀行からの融資をうけ

保有し当面舞多聞のエリアマネージメントに取り組む「NPO 法人ガーデンシティ舞多聞

倶楽部(以下 NpoG 倶楽部）」が始動をはじめました。 

この 2 つの団体では、エコ倶楽部の理事・社員及び山師の会参加等者等のエコ倶楽部

活動にかかわるおおくの人材が、組織のキーマンとして活躍しています。またその人た

ちの多くは仕事を抱える現役バリバリの 30～50 代のみなさんです。 

仕事、家族、そしてボランティアとても 3 つの役割を担うには厳しい状況です。 

人材発掘と人材育成、そしてこの 3 つの組織の役割を整理することが必要です。 

ふれまち協は、舞多聞のまちの半分が自治会を設立しておりその自治会が中心に役員

を派遣していることから新しい人材の発掘と 1～2 年自治会やふれまち協で培ったコミ

ュニティ活動のノウハウ習得者を育ててくれます。 

活動には市の福祉の予算が助成されます。また、今年の年末には、市の福祉の予算で

建設する「地域福祉センター」の運営も担います。 

どうしても公的な縛りがついており、会の運営には不自由な制約があります。 

NpoG 倶楽部は、銀行からの 1 億の融資を受け 1000 ㎡の土地と 100 ㎡の既存の建物を

確保し、UR からの建設費負担を受け 240 ㎡のコミュニティ施設を保有します。25 年に

も及ぶ返済を行うため、地域の交流場として貸室等を行う一方、地域ニースを掘り起こ

した収益事業に取り組まなければなりません。設立趣旨でもある舞多聞のエリアマネー

ジメントの取り組みも収益が絡む事業とする必要があります。おのずと、NPO であるこ

とも含めシビアーな活動にならざるを得ません。 

この 2 つの組織は、私たちのエコ倶楽部が取り組んできた活動を継承し、また、取り

組むべき課題としていた多くの活動を引き受けてもらうことができます。 

人材も、活動の内容も多くが被る 3 つの組織があるなかで、エコ倶楽部の存在は？と

の問いかけもされています。 

義務的に選出された役員と税金で運営されるふれまち協、定款による運営と借金返済

の NpoG 舞多聞倶楽部、どちらも窮屈です。 

エコ倶楽部は一般社団法人です。定款はあるものの非常に自由な団体です。社員とし

て参加の仲間が個々の個性でいろいろ活動を行っています。 

舞多聞の保全の樹林地で、木を伐りチップに砕き、斜面を削り園路を作る。汗をかき

かきおやじたちの癒しの活動。自然素材のリースや小物づくり、木工、コメ作り、味噌

づくり、子育て家族の交流の輪を広げる各種の催し。放課後や土日の時間を過ごす場と
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して集い、樹林地の整備と遊び場にづくり、小さなため池周りで自然観察、学童たちの

居場所を提供しそして見守り。ドローン、ロボットプログラミングなどなど。 

これからも、それぞれの仲間が自由に自分たちの求めるもの、地域が求めるものを無

理をせず身の丈の活動を行い、とにかく楽しみながら活力あるまち育てに取り組み続け

ます。 

舞多聞という広い原野に眠っている種を見つけ出し、光を当て、水をかけ、芽を呼び

起こし、少し肥やしをまき、健全な街に育てていきます。また、周りの原野に素晴らし

い芽が育って居れば、少し譲っていただき舞多聞にも根付かせます。そして、丈夫な苗

に育ちあがったら、先の 2 つの団体にバトンタッチし、後方から裏方として支える、こ

んな団体であり続けたいと思います。 

最後に、住まいのまちなみ賞への応募を進めていただいた UR の OB 先輩、この 3 年間

貴重な経費とそして多くのまちづくりに取り組む団体や人達と結び付けていただき、ま

た、ドローンという画期的なツールの購入に理解を示していただいた財団の皆様、本当

にありがとうございました。 

これからもエコ倶楽部の活動を見守りください。 

 

 


