
特別企画１ 
平成 30年 12月 2日 9：00～10：40 

大洲青少年交流の家 大ホール 

 

おでん∞カフェ 

「わたしのこれから」 

案内人：灘岡 雅人 

フロアー担当：西川 浩司・柳瀬 剛 

参加者：6人×24 テーブル＋6 

 

灘岡：この会には、実行委員として今年で 7 回目の参加となる。私自身は、伊予市の小学校に勤務し

ている。なぜ「おでん∞カフェ」か。まずは、皆さんに好きなおでんの具を聞きたい。フロアー担当、お

願いする。 

―こんにゃく、牛筋、ちくわ等。 

灘岡：（スライドで昨日の様子を振り返る）昨日は、まず新しい出会いや再会、ダンスがあった。そして、

分散会での交流を経て再開あり、ダンスあり。楽しい一夜を過ごされたことと思う。この場では、皆

さんはおでんの具だと思ってほしい。この会場は、おでんの鍋、それぞれの具が混じり合って美味し

い味が出る。旨味を吸収して帰ってほしいと思う。 

       いい味がでるよう、「ワールドカフェ方式」でこの場をすすめる。初めて聞かれる方も多いと思うで、

ワールドカフェの説明をする。 

その名のとおり「カフェ」のようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれたテーブルで自由

な対話を行い、時が過ぎると、他のテーブルのメンバーとシャッフルして対話を続ける。そのことによ

り、参加者の交流を図ることができる対話手法の一つ。  

1995年、アメリカ合衆国のファニータ・ブラウンとデイヴィット・アイザックスが開発した対話の手

法とされている。二人が開催したある会議の日程が、悪天候により変更を余儀なくされたため急

遽、テーブルクロスの代わりに模造紙とおもてなしのコーヒーをセッティングしたことに始まる。待たさ

れていた出席者は会議のテーマについて自由な交流を始め、結果的に創造的で有意義な会議

が成立したというもの。 

移動可能な自由でオープンな設定により発想も豊かで活発に表出され、参加者がテーマをもと

に相互理解を深めることを目的とする。問題解決や結論を求めるものではない。 

1 つのテーブルに５、6人が着席。案内人の「問い」について対話をする。最初のテーブルに座

 



っている方々がホーム。段ボールの板を皆さんの膝の上において机とするので、膝を突き合わせて話

し合ってほしい。しばらく対話した後で、メンバーをシャッフルして新たな「問い」について対話をする。ミ

ツバチがいろいろな花を渡り受粉するようなイメージで。相手の話を否定しないのがルール。トーキン

グアイテムとしていろいろなものを用意している。それを持っている人が話をするようにしてほしい。 

まずは、自己紹介。「おでんの何が好き」な誰それから始める。一人 1分程度。1分が経過する

とフォイッスルを鳴らす。 

ラウンド１（20分） 

最初の問いは、「この集会に参加してどのようなことを感じたか」テーブルの上には模造紙を用意

しているから何でも書き込んでほしい。模造紙の中央に丸が書いてあるので、最初の問いの思い

を付箋で貼る。「かなしい」「嬉しい」とか「聞いたこと」でも何でもかまわない。（10分）経過する

とフォイッスルを鳴らす。 

各テーブルで 1名ホストを指名する。ホストは、最後まで同じテーブルで。シャッフル後の新しい

メンバーに最初のテーブルで話し合われたことを説明する。 

ラウンド２（10分）テーブル移動 

ホストは残って、そのほかの人は、できるだけ初めての人、知らない人とテーブルについてほしい。

最初に持ったマジックはそのまま持ったまま移動する。自己紹介も兼ねて話してほしい。 

 

途中経過 

柳瀬：おでんがぐつぐつ煮えてきた。活発なたくさんの意見が出てきているようだ。皆さんの熱意を感じる。 

  ベースは地域、子ども、仲間。いい環境をつくるためにあきらめない、そのような活動が続くにはどう

したらいいか、楽しくするにはどうしたらいいか、話が白熱している。 

西川：ユルーイ感じが愛媛らしくていい。おやじの会の話は濃い、しみわたる。この集会は思いを持っての

集会、いやいや参加したが自分が変わることができた。振り返ってつなげていきたいという話があった。 

 

ラウンド 3（10分）テーブル移動 

ボードの方にも、いっぱい書いてほしい。人数が揃ったら、ホストから説明（5 分）問いは「さら

に、テーブルに残された内容についてどう思ったか」 

    ラウンド 4（15分）ホームへ戻る 

      最後の問い「ラウンドを終えてどのような感想や気付きがあったか」 

    ラウンド５（10分）全体でシェア 

灘岡：全体でシェアする。いくつか、紹介したい。 

挙手してほしい。 

武智：高校生からパワー、つながりをもらった。 

地域を変えるのは地域の大人を変えるこ 

とが必要。「やってみたいなと思うことをまず 

はやってみる」そのような大人はかっこいいと 

 



の意見。ふざけているように見える大人も地域の熱い思いがあって、そのギャップがかっこいい。初め

ての人の意見には、分散会をくじ引きでするのに驚いたが、とても面白かったというものがあった。自

分の気付き等化学反応が起こった、大洲には、幸せをつかむチャンスとパワーがある。すべて満たさ

れているとのこと。最初の自己紹介の時は、いろいろな大人がいて、緊張していたが、最後は全く

違う顔をしていた。高校生の言葉、「変わるのは大人ではなくて自分が変わること」。 

石川：おやじの会の方が多い。皆さん強い信念がある。楽しんでやっている。自分自身が面白いとおもわ

ないと継続しない等、新たな発見があった。大人にいろいろ後押ししてもらうことなどを含めて、自

分たちの活動の見直しが必要だと思った。チャンスは前向きでないとやってこない。 

佐川：楽しい。皆さんからからいろいろな話を聞けた。これが第一歩。この場を知らない大学生が多いの

が気になった。みんなの将来は明るいのではないかと思った。 

富山：つながりというワード。子どもとおとな、地域の縦と横のつながり。つなぐのは難しいが、自分たちがし

ている活動を伝え、継続していくことが、つながりをつくっていくことになるのではないかと思った。 

 

灘岡：地域教育実践交流集会 11 回目のテーマは、「かかわりをチカラにつながりをカタチに」だった。私

の中では、この「おでん∞カフェ」で理解を深めたいと思った。幸せのカタチは生きる喜びである。 

おでん∞カフェで「あなたとわたしのかかわり」ができたと思う。次の特別企画鼎談につなげたい。 

 

 

 

 

 

 

 



特別企画 2 
平成 30年 12月 2日 10：50～12：20 

大洲青少年交流の家 大ホール 

 

鼎談 

「地域のこれから」 

登壇者：鈴木 眞理 

      若松 進一 

ファシリテーター：柴崎 あい 

 

柴崎：誰かが、若松さんに「両手に花ですね」と言われたよう。名前だけだと、鈴木さんは女性だと思われ

がちだが、男性である。大役でドキドキしているが、進行役として務めるのでよろしくお願いしたい。 

おでん∞カフェでは、たくさんの意見が出たようだ。その場でぐつぐつ煮込んだおでんの味、なるほ

どと感じた。この鼎談も、事前打ち合わせをしていない。登壇者のお 2 人は、自由に発言していた

だくことになる。 

おでん∞カフェで、印象に残ったことなどを写真に撮っていた。この会で驚いたのは、「ありがとう」

という言葉。このようなワークショップの場では、あまり聞いたことがない。ボードを覗くと「語り合う時

間を提供してくれてありがとう」と書かれてあり心を動かされた。若松先生から、おでん∞カフェの感

想等お話を伺いたい。 

若松：事務局に聞くと、尾道の寺子屋の学生さんとは 5 年前に出会ったそうである。リクルートスーツに

身を包んだ人たちは、会場の中では、異彩を放っている。人間は知らず知らずのうちに成長する。、

眠い目をこすりながら昨日から今日にかけて考えてみたが、あきらかに、おでんの具材としての尾道

の学生は異彩を放っている。おでんの具材の大根は、大根役者と言われるように、役に立たない。

しかし、味が浸み込んだ大根はとてもおいしい、大好きである。大洲での地域教育実践交流集

会では、周りの人から、味をいただく。我が家では、おでんは煮干しで出汁をとる。あっさり味と牛筋

のこってり味、どのような味付けでかわっていくか。自分自身も把握しておかなくてはいけない。寺子

屋の学生には、たくさんのエネルギーをいただいた。 

お互いが、一つのおでんの中に入ってぐつぐつ煮るおでんと、カフェ、どう合うのかなと思っていたが、

上手に調和していた。 

鈴木：よくわからない。打ち合わせをする気持ちでいたが、リーフレットをみて、びっくりした。鼎談のタイトル

 



が柴崎さんから聞いたのとは違う。いいかげんでいいと聞いて、気を取り戻した。 

いつも、A4 の紙を 8 等分して、メモをポケットに入れている。重要なことを忘れないようにその場で

メモしているのだが、今日はキーワードや気になる具材として、「熱意」「若い人」「年上の人たちの

交流」と書いてある。昨夜は飲み過ぎてしまった。好きなおでんの具ははんぺんとちくわである。 

柴崎：尾道の方が異彩を放っているとのこと、確かに、名刺交換まではがちがちだったように思う。交流会

が終わったら、リラックスされていた。語り合いを経験して、楽しさを味わっているのだろうか。私はお

でんの具材では大根が好きである。おでん∞カフェでは、堺先生から 1 分前終了の案内があった

とき、みなさんまだ話したい様子だった。名残惜しいという方がいれば挙手してほしい。 

市ヶ尾高校学生：「かっこいい」と思える大人が多かった。交流会の中でさりげなく下ネタをしていたが、地

域教育中では真剣に話をするとか、ギャップがすごい。目的のための成果ではなく、違う

方向から課題解決をしていく。振り返ると、自分たちがいままでやってきたことに対しては、

熱意はあるが行動していないと思った。大人に対して、キャリアがあっても偏見があるとか、

敵意をもっていたことが多かった。しかし、この交流集会では、ご厚意でオークションの品

物をいただき、また、話し合いの中では、私たちの行っている地域教育等のことを理解し

てくれた。敵意をもっていた大人に対して、その人が悪いのではなく、自分自身の問題だ

と痛感した。いろいろな機会をもって、自分のことを理解してくれる人をつくりたい。 

柴崎：かっこいい大人、彼らが受け止めてくれるおとなについて話をしてほしい。 

若松：若いころ、石原裕次郎が大好きだった。あのようになりたい、かっこいい人になりたいと思っていた。

次には、坂本龍馬、吉田松陰もかっこいい、みんな若いうちに亡くなった。私は生き過ぎたように

思う。偶像化された人にあこがれるのは、バーチャルな世界、このような人になってみたいとか。これ

からの社会、地域に目を向ければ、かっこいい大人がたくさんいる。 

人との出会いはその人の人生をかえる。大洲で出会ったほとんどの人は、その時で終わりである

が、何人かの人は手紙やメールをくれる。みなさんには、地域との出会いがある。若い人はみんな

が羨望の眼差しで見てくれるような、かっこいいにいちゃんやねえちゃんになってほしい。出会いを重

ねることでみなさんがもっている目標に近づきたいと思う。 

この集会では、地域というキーワードを持った方々を集めたつもりである。分散会の長い時間、

聞きたいことがたくさんあるのではないか。発表者、パネラー、実践者、みんなかっこいい大人である。

かく言うわたしもかっこいい大人である。 

柴崎：打ち合わせなしなので、かっこいい、まぶしいと思う。鈴木先生は。 

鈴木：一時期、いかりや長介がいいと思ったことがある。また、小さい時、うちの前が水道工事屋さんだっ

た。うちでときどき怒られていたが、泣きわめくと、「どうした、まこちゃん」と水道工事屋さんの奥さん。

わたしは、いつも「おばちゃん助けて」と甘えていた。昔からそんなことが当たり前にあった。今は、なく

なっている。私は今、青山学院大学にいる。昔は英語の青山、ちょっと前は洋服の青山、今は駅

伝の青山、来年の 4 月からは、コミュニティの青山となる。消防士より消防団員、地域の中で学

校の先生を支えている人。地域で何かをされている人がかっこいい。 

柴崎：参加者の年齢層は様々。この中に消防団として活躍している人いますか。その方に拍手。助けて



と言われたことはないけれど、身近にぱっと「助けてくれる」と思う大人がいればいいと思う。 

若松：町をよくするには、町長になるしかない。ぜひなってください。 

会場から 

A:出会いやつながりという言葉が多く飛び交った。まだ学生ではあるが、目指すべき大人についていかなく

てはいけないという思いがある。小学生をメインに活動しているので、かっこいいおにいちゃんになりたい。

本気で向き合える大人になること、今回の集会に参加してそれが大きな成果だった。 

柴崎：つながりという言葉、地域教育のこれからを少し考えていきたい。そのつながりとは。 

鈴木：讃岐先生は、納豆ワークとか、おでんとか言うが、自然とできていくものだと思う。そうでなければあ

まり信用できない。若い人の熱意であったり、酒の場であったり、年上、年下の人との交流であった

り。自分とは異質な人との交流もある。異質なものを排除するのではなく、一緒にするというような

状況があればいい。酒の場など、裃を脱いで構えない、認識してつながると意味がある。つくろうと

してつくるというものではない。 

若松：つながりとかかわり、明確には話せない。辞書を調べた。かかわり、表面的な浅い小さなかかわり、

つながりは深くて強い関係。とすると、かかわりからつながりへ行くことになる。自然災害、阪神淡路

大震災があったとき、西洋ナマズを飼っていたが、水槽の中のナマズが外へ飛び出た。あまり、天

災とのかかわりがなかったので驚いた。東北の震災があったとき、かかわり、つながり、絆という言葉

の重要性を改めて知った。かかわりだけでは誰も助けない。3 年前、この集会の帰りに、パンクして

いる人がいた。誰も助けてくれない、通り過ぎるだけ。私が助けたので、それ以降、深いつながりが

できた。つながりを大事にしていかないとうまくいかない。今年度、南予では水害でたくさんの人が

被災した。かかわりがつながりに変わっていく。 

柴崎：自然にできるつながり、もう一度話をしてみよう、かかわりからつながりへ 

鈴木：思いついたことがある。昔、木枯し紋次郎というテレビ番組があった。彼は言う「あっしにはかかわり

のないことでござんす」と。その言葉の前までは、熱く問題解決に取り組むが、終わると冷淡を装う。

紋次郎的かかわりがいい。なにかやればいいというものではない。ボランティアセンター長をしていると、

災害が起きると「何かしなくてはいけないのでは」と連絡が来る。休みは畑仕事をしている。本人は、

「自分は自分で与えられたことがある」という。どっちもの選択は無理。選択しながらやっていく。選

択しないのもいいなと思えるようになりたい。 

若松：私は、昭和 19 年生まれの 74 才。でも若松さん。若い時は、青年団活動をしていた。みんな田

舎に残っていた。その時代は、地域とどう共存するか、みんなが地域を支えていた。昭和 38 年こ

ろが境で、仲間が 1 人 2 人と都会へ行ってしまい、仲間がいなくなった。ひしめき合った都会、過

疎の地域。今日まで続いてきた。このままでは、田舎は消えてしまう。毎年、500 くらいの学校が

無くなっている。Iターンというのか、今は大都会の人が、田舎がいいとやってくる人もいる。東京から

双海に来られた富田さん、どうか。 

富田：子どもを育てる環境がいいので、それだけで来た。 

若松：なんで来たのか、住むのに便利なことだけ。失くしたものもたくさんあると思うが、この田舎を選んでく

れた。I ターンの人もいるにはいるが、すべてではない。田舎は高齢化・過疎化がすすんでいる。天



災があってから、地域を意識しないと生きていけないと、少し考えが変わっていった。流れは、別の

流れからもまた戻っていく。震災にあった人とのコミュニケーション、柴崎さんは仕事も含めてあったの

ではないか。 

柴崎：熊本のやすらぎ交流館の方が、愛媛県内の人、みなさん怖い思いしているといってくれた。南予の

大雨の翌日、学生が訪ねてきて、大洲のみなさんはどうしているか、連絡が取れない。なにかした

いけれど、どう動いていいかわからないと。大学の方で、国立大洲青少年ふれあいの家を拠点にし

たらいいということで、被災 1週間目に南予に行くことが許された。たくさんの方が、大変な思いをし

ていらっしゃる。水道のこと、寝泊まり。災害復旧の拠点となるところ、頑張っていた職員、公民館

での炊き出し。実際に被災地支援をされていた方から話を伺いたい。 

眞鍋：大洲青少年ふれあいの家の所長をしている。入口のところ土砂が崩れていた。キャンプセンターの

進入路に轍ができた。非常電源は作動しない、艇庫のカヌー浸水、いろんなものが流れ着いた。

避難されてきた方も 110 名ほど。愛媛のおやじ井戸端会議の方が、何かすることないかといっぱ

い引き連れて来てくれた。暑くてたいへんなのに一生懸命手伝ってくださった。 

本館は浸水ということがなかった。職員の家も断水、浸水、家の取り壊し等、たいへんだった。い

ろいろな方が手伝いに来てくださってたいへん嬉しかった。 

柴崎：たいへんな 1 か月 2 か月、おやじの会の強さがすごい。ちゃんと作業ができる人でないと行ってはい

けないと思って「何かできることは？」と連絡していくこと自体をためらった人も多かったはず。 

上田：宇和島で公民館主事をしている。当日は、新居浜公民館主事の会で南予を留守にしていた。

大洲が湖のようになっていたので、大変だと思った。避難者は吉田公民館か病院に寝泊まりした。

高速道路が通っていないので、陸の孤島となっていた。私は、しばらく吉田公民館に詰めていた。

道路がつながったら物資をもってきてくれるとかという情報を、ボランティアセンターができていないの

で、地域の人が連絡してくれてとても助かった。吉田という町の中でも、コミュニティができているとこ

ろと、できていないところがあらわになったと思う。そのことで、避難所の運営がかわることになった。 

地域教育のこれからを考えていくうえで、地域を創るという意味合いからも、つながりのことなどを話 

ていただければ嬉しい。 

柴崎：地域教育のこれからを考えていくうえで、地域を創るという意味合いで、つながりのことなどを話して

いただければ嬉しい。 

若松：地域のことの話をすると、他人のこととなる。家の前には遊び場がある。孫がマラソン大会で 1番に

なったら、ここにせごどんのツリーハウスを作ってくれという。その時、孫は、3 人中 3 番目。「いいよ」

と答えたが、1 番にはならないと踏んでいたのが間違いだった。孫は 1 番になった。仕方なく、孫と

一緒にツリーハウスを作った。7日間程で完成した。 

      自分たちと家庭、地域は別物と思っているから活動しないという考え方は違う。年齢でもない。

出来ることを出来る時に出来る人がする。おかげで孫と作ったツリーハウスは居場所となり、遊びの

空間となった。この前も、孫の友だちや近隣の人とハロウィンをした。みんなで一緒に作って、一緒

に遊ぶ。そこにつながりが生まれる。ありきたりの遊び場や子ども部屋を与えることが子どもの居場

所づくりではない。 



地域教育実践交流集会は 11回目も続けることができた。来年もするので、来てほしい。 

鈴木：表面的なきれいごとだけだとまずい。「みんなで一緒に」といっても、悪い人もいる。そのことも考えな

いと、実感がわかない。みんな一緒ではない。それぞれが考えて行動すればいい。お互いがお互い

を認めながらすすめていく。おでん∞カフェの中で、「聞く」「見る」「知る」「とりあえず動く」というのが

あった。適宜、自分たちで考えていく。それが地域教育のあり方。人生予行練習が大事、一回一

回が本番である。打ち合わせなくても時間が潰せた。よかった。 

柴崎：被災地も行かないと申し訳なくて、行った人がいいというわけではない。それぞれの幸せのカタチが

ある。違いを認め合うこと、選べることが大切。いろいろあるからこそのおでん∞カフェだった。 

 

 

閉会挨拶：眞鍋 幸一 

 

実は、昨年まで 2年連続意識がなかったが、今回の 2日目は、最後まで起きていた。おでん∞カフェが

よかったという人がたくさんいてよかったと思う。地域教育実践ネットワークえひめが主催する初めての事業。

分散会でもおでん∞カフェでも、いろいろな人と話し合って深められた。将来の仕事で足りないものがわか

った。若者の人生を変えてくれるとは思わなかった。 

かかわりをチカラに 幸せをカタチに 

堀江に自宅がある。地域ではエロじじいと呼ばれており、地域の人は私にまったく遠慮しない。本音で

付き合えるような間柄になれるよう行動してほしい。人が困っているときは助けてあげてほしい。 

 

 

 

 


