
第２回 コミュニティスペースフォーラム
「暮らし続けられる地域」って、ほしいね。

団地の縁側(光が丘)、コミュニティーカフェ・高島平駅前(高島平)、まちの保健室(大谷口) 、
地域リビング プラスワン(高島平)、 たまりば・とうしん(東新町)、 未来箱(高島平)、
コミュニティスペースあゆちゃんち(徳丸)、ゆいま～る高島平(高島平)、 地域交流カフェ『お茶の間』(上板橋)
　　　　　　

14:40-
15:40

13:00-
14:30

16:00-
17:20 

下記からテーマを選んで、各テーブルで議論に参加しましょう！実践者が司会進行をします。
①介護保険改正とコミュニティカフェ (元日経新聞編集委員 浅川さん、板橋区介護保険課 丸山課長)　
②地域密着型コミュニティづくり (たまりば・とうしん 佐々 木さん、いたばし総合ボランティアセンター  神元さん)
③まちづくりとコミュニティカフェ (ゆいま～る高島平 近山さん、おとしより保健福祉センター  永野所長)
④コミュニティカフェで作る重度障がい者のわくわく自立生活 (あゆちゃんち♪ 坂川さん)
⑤障がい児と家族の居場所 (まちの保健室 藤井さん) 
⑥コミュニティカフェのはじめの一歩  (コミュニティーカフェ・高島平駅前  村中さん)
⑦コミュニティカフェと企業連携 (団地の縁側 古市さん)
⑧食とコミュニティカフェ (地域リビング プラスワン 井上さん)

富山市でデイサービス「このゆびとーまれ」を21年前に始める。認知症高齢者や障がい者、
障がい児、健常児などが一緒に集う画期的な試み。地元自治体と「戦い」ながらの取
り組みで、「富山型」と言われ、その後、国が「共生型」のモデルとして称賛する。
ゼロから制度をつくり理想を形にしていく、その秘訣をお聞きします。

そ  う   ま  ん　　　　　　か       よ       こ
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東武練馬駅
※スクールバス乗り場へは、
　この下り階段をご利用ください。
　（東武練馬駅北口より徒歩5分）

●東武東上線(有楽町線・副都心線乗り入れ)東武練馬駅北口下車
    ・無料スクールバスで約7分(スクールバス乗り場まで徒歩5分)
    ・路線バス(国際興業)浮間舟渡駅行「高島六の橋」バス停下車
●都営三田線西台駅西口下車
   ・徒歩10分  
●東武東上線(有楽町線・副都心線乗り入れ)成増駅北口下車
   ・路線バス(国際興業)赤羽駅西口行または志村三丁目駅行「大東文化大学」バス停下車
●JR赤羽駅西口下車
   ・路線バス(国際興業)成増駅北口行約20分「大東文化大学」バス停下車

東武東上線

イオン板橋
ショッピングセンター

公団高島平団地

ケンタッキー
ローソン

●東武東上線高坂駅(有楽町線・副都心線乗り入れ)西口下車
　・無料スクールバスで約7分
　・路線バス(川越観光)鳩山ニュータウン行
　「大東文化大学」バス停下車

●JR 高崎線鴻巣駅東口下車
　・無料スクールバスで約45分
 　(スクールバス乗り場まで徒歩 7分）
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※スクールバス乗り場へは、
　この横断歩道を渡ってください。

東松山 キャンパス周辺MAP
鴻巣駅東口からエルミこうのすに沿って直進。階段を下りて、左折。
シネマックス鴻巣北側道路をはさんで目前。

JR高崎線 鴻巣駅 スクールバス出発案内MAP

板橋 キャンパス周辺MAP

スクールバス乗り場

マクドナルド

池袋 森林公園

武蔵野銀行

関越自動車道
ガスト

高坂
カントリー
クラブ

大東文化大学
東松山キャンパス

高坂駅東武東上線

西口

こども動物
自然公園

第1回フォーラムの様子(2014年8月開催)

12:50-  開会あいさつ
第１部　富山型デイサービス「このゆびとーまれ」から学ぶ
　　　～障がいや世代をこえて共生できる場づくりとは～

        

　　  講師：惣万　佳代子さん(看護師)
第２部　～板橋に、こんなにあったコミュニティスペース～
　　　　板橋区にある、まちの居場所を紹介します。

　　　　 

第３部　～本音トーク・座談会～
　

　　

17:30    閉会あいさつ
----------------------------------------------------------------------------------------------
日　時：2015年2月21日(土） 12:30開場 12:50~17:30
場　所：大東文化大学1号館地下1階生協食堂
         板橋区高島平1-9-1  都営三田線西台駅より徒歩10分 
                            東武東上線東武練馬駅より大学のバスあり
参加費：１,０００円(資料代・座談会での軽食含む)
主　催：いたばしコミュニティスペース連絡会
共　催：一般社団)コミュニティネットワーク協会、大東経済学会
後　援：高島平新聞社、長寿社会文化協会(WAC)、 板橋区社会福祉協議会、いたばし総合ボランティアセンター (申請中)、板橋区(申請中)
申込先：info@dreamtown.info 03-6906-6578(11~17時) 定員200名
　　　　※当日参加も可能ですが、軽食の用意の都合上、出来るだけ前日までにお申し込み下さい。
視　察：【事前申込必須】フォーラムの前に、コミュニティスペース視察ツアーを開催します。
　　　　  11:00【高島平駅東口改札前集合】高島平のコミュニティスペースをご紹介します!!
                  



第２部 コミュニティスペース、第３部 テーマ別グループ座談会メインファシリテーター紹介
座談会担当テーマ：
①介護保険改正とコミュニティカフェ
浅川 澄一 さん　 1971年 慶応大学卒業
後に日本経済新聞社に入社。1987年11
月に月刊誌「日経トレンディ」を創刊、
初代編集長。1998年から編集委員。
現在も海外や日本の医療介護事情、高
齢者住宅に関する調査・研究に、精力
的に取り組む。公益社団法人・長寿社
会文化協会(WAC)の常務理事。

第１部 講師紹介
惣万 佳代子 さん (NPO法人デイサービスこのゆびとーまれ理事長)
1951年 富山県生まれ。1973年 富山赤十字看護学院卒業、富山赤十字病院に勤務。
1993年 富山赤十字病院を退職。病院で「家に帰りたい」「畳の上で死にたい」とお年寄りが
             泣いている場面を沢山見て、退職した看護師3名で、認知症高齢者や障がい者、障がい児、
             健常児などが一緒に集う民営デイケアハウス『このゆびとーまれ』を開所。
2003年度 あなたが選ぶウーマン・オブ・ザ・イヤー2003 第2位
2004年度 内閣官房長官表彰「女性のチャレンジ大賞」受賞　2008年度 内閣総理大臣表彰受賞
著書『笑顔の大家族 このゆびとーまれ～「富山型」デイサービスの日々』（水書坊)

座談会担当テーマ：
②地域密着型コミュニティづくり
佐々木令三さん　NPO法人健やかネッ
トワーク代表、たまりば・とうしん運
営。57歳になった時「自分が出来る社
会貢献」を目標にこれからの人生を生
きようと決意。
活動の継続には地域に受け入れられるこ
とが何よりも大切です。小地域での「つ
ながりの手法」をみんなで考えましょう。

座談会担当テーマ：
⑥コミュニティカフェのはじめの一歩
村中義雄さん 高島平ルネッサンス合同
会社代表、高島平新聞社会長。コミュニ
ティーカフェ・高島平駅前運営。当時東洋
一のマンモス団地といわれた「高島平団
地」の入居と共に「高島平新聞」を創刊。
大学と地域の連携による高島平再生プロ
ジェクトの発起人の一人。現在はコミュ
ニティーカフェを開設し運営しています。

座談会担当テーマ：
⑤障がい児と家族の居場所
藤井純子さん 看護師。平成17年から
障がい児の子育て支援サークルを開始。
平成24年からは拠点を構え、まちの保健室
スマイルルームを開設し室長に。障がい児
と家族が安心できる場所づくりをしていま
す。障がい児の一時預かりや子育ての情報
交換の場として、みなさんのココロがホッ
とできる場所づくりを目指しています。

座談会担当テーマ：
④ コミカフェで重度障がい者のわくわく自立生活
坂川亜由未さん  コミュニティスペース
あゆちゃんち♪運営。重い障がいはあるけ
れど親亡き後もこの町で暮らし続けたい、
そう願って「仲間と出番がある居場所」を
はじめました。定員オーバーで通えないデ
イのかわりに、ここで皆とお料理したり
ライブで盛り上がっています！どなたで
も、どうぞ遊びにいらしてください。

座談会担当テーマ：
③まちづくりとコミュニティカフェ
近山恵子さん  一般社団)コミュニティネッ
トワーク協会理事長   これまで「友だち村」
「ゆいま～るシリーズ」等、高齢者住宅をプ
ロデュース。「子どもから高齢者まで、さま
ざまな価値観を持つ人が、世代や立場を超
え、ともに支え合う仕組みのある『まち』づ
くり」に多角的に取り組んでいる。著書『こ
んにちは「ともだち家族」』（風土社）等

座談会担当テーマ：
⑦コミュニティカフェと企業連携
古市盛久さん 株式会社御用聞き 代表取
締役。ワンコイン100円家事代行サービス
をする中で、居場所が欲しいという住民の
声から「団地の縁側(光が丘)」を開設。御
用聞きのreboot(再起動)~会話で世の中を豊
かにする~が企業理念。世の中の様々な
『足りない』を埋めていきます。

座談会担当テーマ：
⑧食とコミュニティカフェ
井上温子さん NPO法人ドリームタウン
代表理事。地域リビング プラスワン運営。
18人の地域のボランティアさんが交代で家
庭料理を披露する「おうちごはん」を月に
約20日開催。赤ちゃんから高齢者、障がい
の有無や国籍をこえて集えるリビングです。
「日常のシェアから新たなコミュニティを生
み出す」をコンセプトに運営しています。

そうまん   か  よ  こ

2011年4月から「いたばし総合ボランティアセンター」職員。日々、人の持っている優しさと力を実感。それ
らをつなげて、地域力アップのお手伝いを目指しています！ボラセンでは、2014年「我がまちのコミュニティ
カフェ」連続講座を開催し、その後、講座参加者で地域交流カフェ『お茶の間』を月1回開催しています。 

座談会担当テーマ：
②地域密着型
コミュニティづくり
神元幸津江さん


