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まちの縁側、

地域の居場所を

探してみませんか。

「営利を求めるだけでなく、地域や住民のための活動を目指す場」

「それぞれの店がテーマを持ち、そこを居場所として人々 が集う場」

「絆を生み出す地域の縁側」。コミュニティカフェはさまざまな言葉で定義されます。

単なるカフェではなく、既存のコミュニティにはない

新しいつながりが生まれるコミュニティカフェ。

人々 は緩やかなつながりを求めて、居心地の良い空間を求めて集まってきます。

ガイドブックを片手に、あなたが好きな居場所を探してみてください。

情報
地域の人に必要かつ有益な情報
を受発信している。

学び
必要なことを学べる講座や生涯
学習の場となっている。

販売
地域の手づくり品や、生活に役立
つものなどを販売している。

まちづくり
地域をどうしていくかなどを話し合
う場となっている。

レンタルスペース
講座や演奏会、アートの展示、会
議などをする人にスペースを貸し
ている。

読書
本がたくさんあり、思い思いに読ん
だり、読書会などを開いている。

子ども（親）

若者

飲食
飲食サービスをしており、こだわり
の食材を使用している。

交流
地域の人々の交流の場となって
いる。

就労
就労が難しい人の働く場や訓練
の場となっている。

サロン
介護保険や障害者手帳の有無に
かかわらず、居場所に利用できる。

相談
悩みや困りごとを地域の専門家に
相談できる。

芸術
アートの展示や演奏会など芸術
的な催しを行っている。

高齢者

障がい者（支援者）

動物

活動内容

ピクトグラムの凡例

利用者・対象者
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［コミュニティカフェがまちをつくる］

京都の“居場所”と共にありたい
特定非営利活動法人 つながるKYOTOプロジェクト 理事長 小辻 寿規

こんなまちの縁側・居場所になったらいいな
特定非営利活動法人 まちの縁側育くみ隊 代表理事 延藤 安弘

コミュニティカフェの実践者の一人として
特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき 理事・事務局長 田代 美香
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54

26

［COLUMN❶］

金沢のカフェ小史
エムおあしす 店主 金子 健樹

44

［TOPICS］

地域コミュニティの
中核担う“善隣館”
カフェ開設で新たな展開へ

50
コミュニティカフェ
開設講座 金沢
幅広い参加者が集い、カフェ運営目指す

24

［News］

シェア金沢
新しいコミュニティの形

48

［COLUMN❷］

金沢における
コミュニティカフェの
役割と町家の活用
金沢大学名誉教授・特定非営利活動法人 金澤町家研究会 理事長

川上 光彦
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［コミュニティカフェ紹介❶ 金沢編］

① Zenrin Cafe
② 喫茶 エムおあしす
③ 町屋塾 カフェ十一夜
④ ニットスタジオ Fika
⑤ ギャラリー＆茶論 もろみ蔵
⑥ 寳勝寺
⑦ ギャラリー＆ショップ cuore mariko
⑧ コミュニティ広場
⑨ カフェ どんぐりの木
⑩ コミュニティカフェ あひるの子 編集後記55
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まちの縁側、地域の居場所を探してみませんか。
ピクトグラムの凡例
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［コミュニティカフェがまちをつくる］

コミュニティカフェ開設や交流の全国センターの役割を担う
公益社団法人 長寿社会文化協会（WAC） 常務理事 浅川 澄一

金沢の歴史が育む人と人をつなぐ場
特定非営利活動法人 金沢観光創造会議 代表理事 加茂谷 慎治

C O N T E N T S
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［コミュニティカフェ紹介❷ 加賀編］

⑪ 喫茶＆ショップ
ハニーコーム（かほく市）

⑫ ギャラリー茶房
甚や倶楽部（津幡町）

⑬ フェアトレード＆デリ・カフェ
コミュニティトレード・アル（野々市市）

⑭ しあわせのいえ（小松市）

⑮ カフェあやめ（野々市市）

⑯ いっぷく処 おはぎ屋（白山市）

⑰ マチcafé ゆめの駅（白山市）

⑱ 美川37Cafe（白山市）

⑲ 認知症カフェ（能美市）

⑳ 三草二木 西圓寺（小松市）

㉑ はづちを茶店（加賀市）

㉒ 竹の浦館（加賀市）

46

47

［コミュニティカフェ紹介❸ 能登編］

㉓ コミュニティカフェ
オムライスの郷（宝達志水町）

㉔ 夢生民（羽咋市）
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金沢市内のコミュニティカフェMAP

加賀・能登のコミュニティカフェMAP

＜人名の一部は敬称を略しています＞
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 まちなかを網の目のように流れる用水。わきに設けられた洗い場はかつ

て、洗いものをする住民が集う場でした。城下町の小径（こみち）を抜け

ると突然、広見（ひろみ）と呼ばれる空間が広がります。藩政期、外敵を待

ち伏せるために築かれたとも、火災の延焼を防ぐために設けられたともい

われる空間は、住民たちが輪を作り、話に花を咲かせた場でもあったの

です。金沢は歴史の中で、地域コミュニティを育み、近代以降は公民館、

善隣館がコミュニティの拠点となってきました。

　東日本大震災を経験した私たちは、「きずな」「つながり」を見直すよう

になります。気軽に人とのつながりを確認できる場を求める中で、コミュニ

ティカフェが生まれてきたように思われます。

　米国の都市経済学者、リチャード・フロリダは「創造性は居心地のよい場

所を求める」と指摘します。居心地のよい場所とは、「人に出会える場所」

「文化に出会える場所」「開放的な場所」「安心感のある場所」であり、こうし

た場所が人々の欲求を満たす場所であるとも

説きます。まさにコミュニティカフェこそ、こうした

理想の場所ではないでしょうか。ガイドブックを

参考に、理想の場所を探し出してみてください。

　ご協力いただいたカフェ関係者、全国ネッ

トワーク構築に尽力いただいた関係団体、公

益社団法人長寿社会文化協会の皆様に御

礼申し上げます。

コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ が ま ち を つ く る

金沢の歴史が育む
人と人をつなぐ場
特定非営利活動法人 金沢観光創造会議
代表理事

加茂谷 慎治

　コミュニティカフェが全国に広がってきました。高齢者の気軽な出会

い、子育てママの交流、障害者の協働̶̶いろいろな思い、目的で始

まった居場所作りの活動。それが地域再生、まちづくりにつながろうとして

います。

　WACは、早くからコミュニティカフェの開設支援や調査の活動に取り

組んできました。新潟市の河田珪子さんが提唱した「地域の茶の間」に

注目して同様の「茶の間」作りの支援に着手し、2002年から04年にか

けて新潟と広島両市で地域の茶の間についてのシンポジウムを開きま

した。

　2007年12月には、WACが編集した単行本「コミュニテイ・カフェをつく

ろう！」を学陽書房から発行。この時から、各地のさまざまな出会いの場を

「コミュニティカフェ」と総称しています。

　翌08年から、コミュニティカフェを成功させた実践者から運営ノウハウ

を学ぶ研究会をスタートさせました。カフェの現場で開催するなど工夫を

凝らし、13年末までに34回と回を重ねています。

　10年には富山と熊本の両県でカフェのガイドブックも作成しました。

　また、全国のカフェの主宰者や運営希望者、研究者、行政関係者など

が一堂に会する大会を09年に東京で開き、その後も毎年のように関係者

の交流会を開いています。

　こうしてWACはコミュニティカフェの全国センターに近い役割を果たし

てきており、今回のWAMの居場所（カフェ）作り支援事業もその一環と

位置付けています。

コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ が ま ち を つ く る

コミュニティカフェ開設や
交流の全国センターの
役割を担う
公益社団法人 長寿社会文化協会 （WAC）
常務理事

浅川 澄一
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加賀・能登のコミュニティカフェMAP金沢市内のコミュニティカフェMAP

加賀市

小松市

白山市

能美市

川北町

野々市市

金沢市

内灘町

宝達志水町

羽咋市

中能登町

七尾市

志賀町

穴水町

能登町輪島市

珠洲市

津幡町

かほく市

北陸自動車道

の
と
里
山
海
道

能登空港

小松空港
JR小松駅

JR金沢駅

JR七尾駅

JR和倉駅
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甚や倶楽部 P30

おはぎ屋 P37

西圓寺 P41

認知症カフェ P40

はづちを茶店 P42

コミュニティトレード・アル P32ゆめの駅 P38

美川37Cafe P39

しあわせのいえ P34
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カフェあやめ P36

ハニーコーム P28

オムライスの郷 P46
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北安江三丁目

北安江一丁目

広岡三丁目

広岡二丁目

広岡一丁目

笠市町

瓢箪町

小橋町

彦三町二丁目

本町一丁目

京　町

昌栄町

浅野本町一丁目

浅野本町二丁目

堀川町駅西本町一丁目

長田町

長田二丁目

長田本町

長土塀二丁目

長土塀三丁目

御影町

増泉二丁目

野町二丁目

増泉一丁目

白菊町

中村町

千日町

池田町四番丁

柿ノ木畠

増泉三丁目

野町四丁目

泉野町一丁目
法島町

寺町二丁目

幸　町

菊川二丁目

城南二丁目

城南一丁目

笠舞本町二丁目

笠舞三丁目

本多町一丁目

石引四丁目

鱗町

広坂一丁目

広坂二丁目香林坊

扇　町

横山町

石引一丁目

泉本町四丁目

泉本町二丁目

泉三丁目

泉二丁目

弥生二丁目

泉ヶ丘一丁目

泉野町三丁目

泉野町四丁目

長土塀一丁目
高岡町

尾山町

三社町

大和町

元菊町

中橋町

昭和町

玉川町
武蔵町

大手町

橋場町

材木町

尾張町二丁目
子来町

山の上町

東山三丁目

小金町
神宮寺一丁目

春日町

鳴和二丁目

神宮寺二丁目

森山一丁目

元町二丁目

片町二丁目

長町二丁目
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兼六坂上

骨董店が多い
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川

犀

川

百番街

中央郵便局

金沢市民芸術村

金沢西ＩＣへ

尾山神社

尾崎神社

玉川図書館

　妙立寺
（忍者寺）

護国神社

国立病院
県立伝統産業工芸館

中警察署

１０９

大和
東急ホテル 中央公園

市役所
金沢21世紀
美術館

金城霊沢
成巽閣

野町駅

野村家

ANAクラウンプラザホテル

ホテル日航

JR金沢駅 北陸鉄道
　  金沢駅

スカイホテル
めいてつエムザ 浅野川大橋

竪

町

商

店

街

金沢東ＩＣへ

金
沢
港
へ

野田山・
　大乗寺へ

犀川緑地

犀川緑地

武家屋敷跡

寺町寺院群

にし茶屋街

近江町市場

ひがし茶屋街主計町茶屋街

卯辰山寺院群

兼六園

金沢城公園

小立野台寺院群

ニューグランド
ホテル

横
安
江
町
商
店
街

しいのき
迎賓館

町屋塾 P14

どんぐりの木 P22

もろみ蔵 P18

シェア金沢 P24

コミュニティ広場 P21

Fika P16

Zenrin Cafe P10

エムおあしす P12

寳勝寺 P19

cuore mariko P20

あひるの子 P23
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妙立寺
( 忍者寺 )157

文

★
川北
病院

野町三丁目
野
町

金沢市

1

昭和初期の町家を再生した
隠れ家的カフェ

善隣館とは、主に金沢市において設
置されている地域福祉の拠点的施
設です。1933年から60年にかけて
市内19カ所で創設され、そのうちの
12カ所は現在も活動しています。民
生委員、児童委員、町内会、婦人会、
青年団などの地域の代表が理事・評
議員となって運営に関わっているこ
と、地域住民が事業の準備に協力し
ています。

　「忍者寺」として知られる妙立寺を

通り過ぎて3～4分、六斗の広見そば

にある隠れ家的なカフェです。空き家

だった昭和初期建築の町家を改修

し、1階に18席のカフェスペースを、2

階に４室のサロンを設けて、2012年

の暮れにオープンしました。1933年

から地域福祉の拠点として活動し続

けている社会福祉法人の「第一善隣

館」が、地域の子どもや高齢者、障が

い者の交流の場にしようという目的

で開設しました。障がい者の就労を支

援するNPO法人が運営に協力してい

ます。

じっくりと煮込んでいるからです。でも

後から辛さが追いかけてくるのも特

徴の一つです。近年、急速に認知度を

あげている白山市特産の“剣崎（けん

ざき）なんば”をスパイスとして効かせ

ているからなのです。食べたらきっと

やみつきになることでしょう。

　もちろん県民、市民、観光客を問わ

ず、さまざまな人に開放しています。地

域の高齢者と観光で訪れた若い女性

グループが同じテーブルを囲む、と

いったシーンもみられます。

　ここには障がい者施設で作られた

メニューが多いのですが、その中でも

「たんとカレー」という看板商品がお

すすめです。いわゆる“金沢カレー”と

は違うコクがあって、どちらかといえば

さっぱりさわやか。というのも、フルー

ツと野菜をふんだんに使い、3日間

あるじから一言
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Zenrin
Cafe
（善隣カフェ）

［URL］ https://www.facebook.com/ZenrinCafe

［営業時間］ 10:00～16:00　日曜、祝日休
［メニュー］  ● コーヒー 300円
  ● たんとカレー 450円
  ● スパゲッティ（ミートソース） 450円

［運営］ 社会福祉法人第一善隣館

076-259-0059
金沢市野町1-3-22

地域住民のいこいの場

「たんとカレー」が目玉
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●
兼六園

石浦神社

〒
金沢21世紀
美術館

県立美術館

しいのき
迎賓館

金沢市役所
★

広坂

喫茶

エム
おあしす

金沢市

2

五木寛之ファンが集う、
全国に名の知れた店

冷凍ものは一切使っていません。す
べて手づくりなんです。朝早くから手
間ひまかけてつくっている『日替わり
ランチ』が特におすすめです。栄養バ
ランスも考えているんですよ。

　オーナーと作家・五木寛之氏が50

年来の友人関係にあるため、店内に

は氏の著作物やゆかりの品々が数多

く並んでいます。ご本人も年に一、二

度、お店を訪れて、直にファンと交流を

持つなどしているとのこと。エッセイ

などにたびたび登場しているので、全

国の“五木ファン”にはおなじみで、遠

方からわざわざ訪ねてくる人もいる

そうです。

　客層はさまざまですが、すぐそばに

兼六園や金沢城公園、金沢21世紀美

　料理の評判の高さが最大の長所か

もしれません。米は白山市の契約農家

につくってもらっているコシヒカリで、

獲れたて魚介類を厳選使用。また野菜

についても、自家農園で栽培している

有機野菜を早朝に収穫し、その日の

ランチや付け合わせのサラダなどに

用いているそうです。このようなこだ

わりが、確かな信頼を生んでいるのか

もしれません。

術館があるため、観光客が多いこと、

また、石川県社会福祉会館が近いた

め、障がい者のお客さんが多いことも

特徴の一つです。店を訪れると、手話

で会話をしているグループがいて、カ

ウンター席の下に盲導犬が寝ている

という光景もよく見られます。

　週末には俳句会が行われたり、文章

教室が開かれたりもします。また、2階

には音響設備が整い、毎週土曜の夜

にはシャンソン愛好者の活動拠点に

早変わり。季節ごとにプロのシャンソ

ン歌手が訪れ、ミニコンサートを開い

ています。

076-231-0869
金沢市本多町3-1-28

［営業時間］ 8:00～20:00（土曜～23:00）　無休
［メニュー］  ● ブレンドコーヒー 350円
  ● 日替わりランチ（平日のみ） 650円
  ● 和風山菜ピラフ 600円
  ● クリームピラフ 700円
  ● ナポリタン 650円

［運営］ 有限会社ブレーン・オアシス

あるじから一言
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コミカフェの草分け的存在

文化・音楽活動の拠点

素材へのこだわり



浅野川

くりゑンテ金沢

ひがし茶屋街
至 津幡

至 兼六園

卯辰山
天神橋

浅野川大橋

交番 ●

★
町屋塾
カフェ十一夜

金沢市

3

心と体にうるおいを与えてくれる、
学びとくつろぎの場

旧暦や自然と人とのつながりを大切
にするカフェです。木の香ただよう空
間でくつろいだり語らったり。からだ
にも地球にもやさしいごはん、ドリン
クをご用意してお待ちしております。

　ひがし茶屋街から少し路地を入っ

たところにある、漆喰(しっくい)の龍

が目印の学び舎＆カフェ。昭和初期に

建てられた町家を丁寧に改修したと

ころで、心地のよい和空間が広がって

います。2010年から、調和や平和、和

らぎなど、「和」をテーマにしたさまざ

まな催しが展開されています。主宰し

ているのは宇都宮千佳（うつのみやち

か）さん。金沢を中心に活動を続けて

いる舞踏家です。イベントや各種教室

などを精力的にこなし、本職の現代舞

踊での活躍は全国に轟いています。

　さまざまなワークショップや塾を定

期、不定期で行っています。ヨガ、から

だほぐし、ダンス、体操を行う「からだ

塾」は週3回、心理学の先生を招いて

の「心塾」は月1回の開催。お茶会やお

香、篆刻（てんこく）の「和塾」なども好

評です。その他、読書や演劇好きな人

のための「リーディング・カフェ」も行

われています。

　元々はダンススタジオに通う生徒に

バランスのよい食事をしてもらいたい

と思ったのが設立の動機だとか。地球

と体のことを考えたメニューには定評

があります。メーンは「龍宮ランチ」。肉

や魚はなく、有機野菜や穀物、豆類で

構成されています。品数が多く、少しず

ついろいろな味が楽しめ、体にいいも

のを食べていると実感するはずです。

飲み物にもこだわりが見られ、地元の

麹を使ったドリンクもおすすめです。

076-252-3176
金沢市東山1-34-6

あるじから一言
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［URL］ http://machiyajuku.com

［営業時間］ 12:00～18:00（土曜～22:00）　火曜休
［メニュー］  ● 龍宮ごはん（穀物菜食） 850円
  ● 気まぐれスイーツ 400円
  ● 自家製酵母ぱん＆ドリンク 750円

［運営］ 宇都宮千佳

じゅういちや

舞踏家が主宰する塾

健康に配慮したメニュー

いつも何かを実施中



金沢市役所 金沢21世紀
美術館

金沢城公園

尾山神社

至 片町

兼六園

香林坊
大和

●

●

●

★

広坂北

広坂

香林坊

尾山

金沢市

4

楽しい雰囲気の中で、
技術が身につくニットカフェ

似顔絵あみぐるみは、スタジオFika
が独自に考案した日本初のアイデア
クラフトです。心をいやし、人々の心
をつなぐ役割も果たしています。家族
や友人への思いを形にしてみません
か？ 注文制作も受け付けています。

　デザイナーで似顔絵あみぐるみ作家

の木和田里美さんが、“編み物”、“手

芸”をテーマに、癒しとクラフトの空間

を作りたいとデザイン会社に併設して

開いた「ニットカフェ」。集まった人たち

はお茶やスイーツを味わいながら、楽

しい会話を弾ませ、編み物に取り組ん

でいます。初めてかぎ針編みに挑戦す

る若い女性から、かつて親しんだかぎ

針編みでもう一度作品を仕上げてみ

たいという年配の方まで、世代や経験

もさまざまな方が集まります。教室と

は異なり、参加したメンバーが年齢や

経験も超えて互いにアドバイスし合っ

の道を進まれる方もいます。一般的な

編み物作品に加えて、ここでしか体験

できないのは、木和田さんオリジナル

「似顔絵あみぐるみ」作品づくり。毛糸

で本人そっくりに編みあげる「似顔絵

あみぐるみ」は、結婚する友人や、喜寿

や米寿を迎えた両親、子供や孫への

記念品として、世界で一つだけのそっ

くり人形を仕上げることもできます。

たり、時には編み物とは関係ない話に

花を咲かせたりと、コミュニティの輪

が広がっていきます。

　はるばる東京や愛知県、静岡県か

ら駆けつけ、作品を仕上げて帰る方も

おり、編み物好きのコミュニティとし

て、その輪は全国に広がりつつありま

す。講師の木和田さんは、きれいに編

むためのポイントから糸始末の仕方、

タティングレースの編み方など手芸雑

誌には載っていないコツを伝授してく

れ、講座を修了して編み物講師として

076-205-6202
金沢市香林坊2-4-30 香林坊ラモーダ8F

あるじから一言
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［URL］ スタジオFika公式サイト  http://cafe-fika.jp
　　　 似顔絵あみぐるみ　　　 http://nigaoe-amigurumi.com

［営業時間］ 10:30～18:00　日曜、祝日休
［参加費］  参加費は内容等で異なります。
  （いずれも材料費込み、飲み物・おやつ付き）

［運営］ 株式会社エイチツーオー

ニットスタジオ
ふぃーか

Ｆｉｋａ

編み物をテーマに、お茶と会話を楽しむ

オリジナル「似顔絵あみぐるみ」も体験
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妙立寺
( 忍者寺 )

★
野町広小路 蛤坂

金沢市

5

醤油の町・大野を象徴する、
まちづくりの拠点

［営業時間］11:00～18:00（土・日曜、祝日10:00～）　水曜休
［メニュー］ ● ぶっかけうどん 400円
 ● 醤油ラーメン 500円
 ● 醤油ソフトクリーム 250円
 ● コーヒー 350円

［運営］ 紺田健司

［URL］  http://www.housyouji.jp

［営業時間］カフェ9:00～16:00　火曜休
［メニュー］  ● コーヒー　 400円
  ● 抹茶 400円
  ● 生菓子 300円

［運営］ 高橋友峰

　お店はギャラリーとカフェ、醤油など

の特産品販売がメーンとなっており、コ

ンサートや酒談義なども行われます。と

ても雰囲気のある空間で、贅沢な時間

が流れています。ここの代名詞といえる

のが「醤油ソフトクリーム」です。キャラ

メルにも似た味わいで、口当たりがとて

もまろやか。わざわざこれを食べに遠

方から訪れる人がいるほどです。とに

かく美味でクセになります。

　1998年、地元商工会メンバーと外

部協力者が手をとり、かつての醤油蔵

を改装して町のアンテナショップをつく

りました。それが「もろみ蔵」です。壁や

床に煉瓦を敷き詰め、醸造用の樽や桶

をテーブル、椅子にするなどほとんどが

手づくりです。ここが先駆けとなり、今で

は醤油蔵や古い町家を改装した飲食

店や雑貨店、アトリエの計8店舗になっ

ています。

　ここの最大の特徴は「寺カフェ」の営

業です。お寺という独特の雰囲気の中

で、抹茶やコーヒー、洋菓子などが味わ

えるのです。カフェスペースの一角には

書画や陶器、生け花が展示されており、

作品やしつらいを見ながら、あるいは、

おしゃれな和の装いを感じながらゆっ

くり過ごせます。もし住職の姿があれ

ば、“ちょっといい話”も聞けるかもしれ

ません。

　寺町寺院群に位置している「寳勝寺」

は、1631年創建当時の様式を残し、さ

まざまな伝統を受け継いでいる古刹で

す。一歩足を踏み入れると、周囲の景色

や外観からは想像できないほど枯淡で

趣があり、歴史を感じさせる貴重な建

築物や装飾画の数々を目にすることが

できます。庭の手入れも行き届いてい

て、季節ごとに多くの種類の花を咲か

せています。

ほうしょうじ

寳勝寺

金沢市

6

400年の時を経て、
ふたたび甦るお寺

18 19

076-267-6638
金沢市大野町2-39

076-287-3870
金沢市寺町5-5-76

ギャラリー

＆茶論

もろみ蔵

さろん

蔵再生プロジェクトの一番手

不動の人気の醤油ソフト

花咲く幽玄の寺

異空間での飲食は格別！
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★
寺町三丁目南寺町五丁目 長良坂
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至 古府
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沢
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ガスト
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文

テニスコート
★

西金沢四丁目

コミュニティ
広場

（西南部公民館）

金沢市

7

寺の町の裏通りにある、
隠れ家的なスポット

076-280-6121
金沢市寺町3-9-48

［URL］  http://cuore-mariko.com

［営業時間］金・土・日曜11:00～18:00（その他要予約）
［参加費］  月例サロン参加費は会費制です。

［運営］ 小早川眞理子

［URL］  http://www.spacelan.ne.jp/̃seinanbu-k

［開催日］ 月１回10:00～12:00／不定期
コーヒー　 無料（お菓子などは持ち込み自由）

［運営］ 金沢市西南部公民館

　一見、古びた町家のたたずまいです

が、一歩足を踏み入れると、和の空間に

はきらびやかなジュエリーやモダンな

インテリア雑貨が多数並べられています。

　毎月、多彩なゲストを招いて「月例サ

ロン」を行っているのも特徴の一つ。参

加者は食事やお酒を味わいながら楽し

いひとときを送ります。ヨーガ教室や各

種講演会が企画されるなど、まさに“生

涯学習の場”の装いです。

　築80年余の建物をそのまま活かし、

2013年夏にオープンしたギャラリー＆

ショップです。高台にあるため、裏庭から

望む犀川や雪を頂いた山々、緑豊かな

街並みの景色は見事の一言。金沢の中

でも指折りの絶景ポイントといえます。

そんな環境でおいしいコーヒーを飲み

ながら、ゆったりとした時間を過ごして

はいかがでしょう。

　音楽サークルのメンバーを招いて演

奏してもらったり、写真鑑賞会を行った

り、おりがみや紙芝居を取り入れたり

と、毎回、頭を悩ませながら、趣向を凝

らしたイベントを企画しているそうで

す。時には、国際交流財団所属の外国人

を招いて、異文化交流をすることもある

のだとか。そんな地道な活動が、地域の

結束を強めることにつながっているよ

うです。

　金沢市西南部公民館が、西南部小学

校下（校区）の人たちに公民館の存在を

もっと知ってもらい、積極的に足を運ん

でもらおうと、2012年6月から始めた

事業が「コミュニティ広場」です。お菓子

を持ち寄り、コーヒーやお茶などを飲み

ながら、語り合い、交流を深める場所と

して開放されています。

ギャラリー＆ショップ

ｃｕｏｒｅ
ｍａｒｉｋｏ

（クォーレ マリコ）

金沢市

8

公民館が老若男女に
交流する機会を提供

076-240-8860
金沢市西金沢3-684

20 21

絶景と町家風情が魅力

「月例サロン」を開催

入場無料、持ち込み自由

催しものいろいろ
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近江町市場

めいてつ
エムザフルーツ

きたむら 越山甘清堂

★

安江町

むさし

むさし西

●

●

●
津田駒工業

北鉄石川線

金沢市
消防局

アピタ金沢

157

文

★

野町広小路増泉

泉本町

カフェ

どんぐりの木
金沢市

9

ほっこり、まったりできる
金沢の町家カフェ

076-255-1678
金沢市武蔵町16-19

［URL］  http://www.redecoreya.com

［営業時間］10:00～18:00
 水曜、第1・3日曜休 1～3月は毎週日曜休み
［メニュー］  ● 日替わりランチ（月・火・木・金曜） 750円
  ● コーヒー 350円

［運営］ 工藤愛子

［営業時間］10:00～17:00（要事前連絡）　不定休
［参加費］  1日300円（＋300円でランチ付き）

［運営］ 高木文代

　ぜひ食べていただきたいのが「日替

わりランチ」です。手間ひまかけたさま

ざまな種類のおかずがセンス良く盛り

付けられており、そのどれもがやさしい

味わいです。そんな料理と、飾らない人

柄のオーナーとの会話を楽しみに、多

くの常連さんが訪れているのです。ま

た、手づくりケーキや和スイーツにも定

評があります。店の一角には地元作家

の小物も並んでいます。

　建築士でもあるオーナー母娘が昭和

初期の町家を改築し、オープンさせた

カフェが「どんぐりの木」です。カウン

ターやテーブルに古材を再利用するな

ど、昔の風合いを十分に感じさせてく

れるつくりです。入口に英国製のステン

ドグラスドアを用いるなど、至るところ

にアンティークな品が配されており、

ホッとできる空間になっています。

「力みすぎてはダメ。誰でも自由に出入

りができて、来た人みんなが楽しめれ

ばそれでいい」とのこと。今も肩肘張ら

ず、無理のない運営を心がけているそ

うです。とはいえ、市の職員や各種団体

関係者を講師に迎えての勉強会、意見

交換会を頻繁に行うなど、活動はとて

もまじめで活発な様子。東日本大震災

発生後は、復興支援活動も柱の一つに

なっているようです。

　“子どもとお年寄りにやさしい町づく

りをしたい”……2010年、地元の町会

長になった高木文代さんが、理想の町

会運営を実現しようとさまざまな勉強

を始め、その過程で市政に対する興味

を持ったのがカフェ設立のきっかけで

した。その後、さまざまな会に参加した

り、市の行革委員になったり、補助事業

を行うなどした後、自宅を開放して会

員制のカフェを開いたのです。

コミュニティ
カフェ

あひるの子
金沢市

10

市民と行政をつなぐ
貴重なコミュニティ

076-245-9244
金沢市増泉3-9-10

2２ 23

新旧和洋がとけあった空間

料理にもこだわりがいっぱい

市政への関心が原動力に

勉強会開催を中心に活動は盛ん
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児童入所施設など

駐車場 駐車場

学生・高齢者
向け住宅など

学生・高齢者
向け住宅など

ショップ

温泉・
レストラン

農園・牧場

シェア金沢
「シェア金沢」は、2005年に閉鎖さ
れた病院跡地約３万３千m2を社会
福祉法人が買収し、整備に乗り出
しました。サービス付き高齢者向
け住宅32戸をはじめ、学生向け
住宅6戸、美大生向け20畳のアト
リエを備えたトレーラーハウス２戸
が用意されました。学生の家賃は
割安に設定されており、代わりに、
入居する学生はシェア金沢内の
清掃や絵画を教えるなど、自分が
できることでこのまちに関わること
が求められます。

施設外部との交流も活発化させ
るため、金沢の老舗ジャズ喫茶
「もっきりや」の姉妹店のライブ喫
茶や、子ども対象の自然学校、料
理教室、マッサージサロンなどもそ
ろい、2014年春には温泉施設や
レストランも開業する予定になって
います。地域の居場所としてのコ
ミュニティ「カフェ」にとどまらない、
地域自体がさまざまな人たちの居
場所となる「コミュニティ」は「未来
型福祉のまちづくり」として期待が
寄せられています。

新しいコミュニティの形
コミュニティ「カフェ」ではありませんが、

高齢者、大学生、障がい者が

交流しながら生活する

地域コミュニティの整備が

進められています。

「シェア金沢」と名付けられた住宅街は、

高齢者や障がい者向け福祉施設、

学生対象の住宅、ライブ喫茶や

天然温泉など多彩な施設を備え、

世代を超えた触れ合いを促し、

お年寄りの孤立防止や障がい者の

自立支援につなげるのが狙いです。

病院跡地3万平米に
社会福祉法人が整備

温泉施設、レストラン、
ライブ喫茶も

シェア金沢

1  076-256-1010
〒920-1165 金沢市若松町セ104番1
http://share-kanazawa.com

［運営］社会福祉法人佛子園

24 25
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　私がかつて発行していたタウン誌
「おあしす」で、金沢のカフェ特集を
何度か組んだことがある。その第1弾
（1970年5月号）を見てみると、当
時、喫茶店を経営しながら、文化的な
活動もされていた鞍信一さんがそうい
う記述をされていた。
　私も知らない昔のことだ。

＊
　その鞍さんが1933年に開店した

「大正時代、金沢にはまだコーヒーの
専門店はなかった。もし飲みたくなっ
たらブラジル（香林坊）や金谷館（西
町）、石川屋（片町）、森八食堂（尾
張町）などの洋食屋へ行き、頼んで
いたそうだ。……昭和に入るとボツボ
ツ専門の店が現れたが、どれも長続
きはしなかった。その頃はコーヒーより
も、女性がお酒を運んできてくれる“カ
フェ”が花盛りの時代だった。…」

ている店はというと、ジャズ喫茶の
ヨーク（片町）、ライブ喫茶のもっきり
や（柿木畠）とジョーハウス（片町と
小立野）、金沢美大教授の店紫煙
（駅前）、名曲喫茶木呂場（本多町）
だろうか。当時金沢在住の作家・五
木寛之氏が直木賞受賞の報を受け
たローレンスもその一つだ。しかし平
成に入ると、かなりの数のカフェが姿
を消していった。それは寂しい限りだ。
　そして今、新たな流れが生まれ、機
運が盛り上がりつつあるようだ。コ
ミュニティカフェの誕生とその広がり
だ。モダンな雰囲気を好む金沢人の
気質や思いなどがそれらへとつな
がっているのかもしれない。

モナミ（竪町）や、旧第四高等学校の
学生のたまり場だった芝生（柿木畠）
などは戦前からのカフェだが、戦争が
始まると、ほとんどの店は姿を消して
しまう。しかし終戦後の混乱の中で、
カフェはいち早く復活するのだ。
　さすが金沢、だと思う。
　1947年発行のタウン誌「街の
ファン」の記事や広告を見てみると、
片町のぼたんや不二家、香林坊の
オリヤンタル、東山の自由軒、竪町
の郭公（かっこう）など、金沢を代表
するような名だたる店が並んでいる。
どの店も懐かしく、名前を目にしただ
けでさまざまな思い出が甦ってくる。
　1955年以降で特に印象に残っ金沢のカフェ 小史

エムおあしす 店主　金子健樹

金子健樹 かねこ・けんじゅ

有限会社ブレーン・オアシス代表。金沢五木文庫主宰。
石川県白山市出身。1935年生まれ。金沢大学教育学部卒業。
米国系出版社を経て、金沢で月刊「おあしす」を発刊
（1969～2008年）。さまざまな文化・観光事業に携わる。
泉鏡花文学賞・推薦委員などを務めている。「金沢たべあるき」（昭文社）、
「わんだふる！金沢」（北國新聞社出版局）など著書多数。

かねこ けんじゅ

KOHRINBO109のすぐ裏にあるローレンス

戦後まもなく創刊された
金沢のタウン誌「街のフアン」

1932年開業の芝生
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かほく市
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障がいのある人が元気に働く
カフェレスト＆ショップ

日替わりランチもおすすめですし、ド
リンクも各種ご用意しています。明る
い日が差し込む店内で、美味しい料
理と利用者さんの優しい接客でお客
様をお迎えいたします。

　「ハニーコーム」の意味は“ハチの

巣”。その名の通り、たくさんの人が集

い、ワイワイと楽しく食事ができるよ

う、家庭的な雰囲気の店づくりを大切

にしています。運営は、就労継続支援

（Ｂ型）などを行っている障がい福祉

サービス事業所「ライフクリエートか

ほく」です。市内に同様の事業所がな

かったため、2007年に地域のニーズ

により設立されました。

　施設では、障がいのある方の家族

の相談にのったり、必要な支援を行っ

たり、本人を短期間、受け入れたりもし

ています。

一つは「抹茶ロールケーキ」です。職員

が腕によりをかけた和の絶品スイーツ

で、この店でしか味わえない自信作だ

そうです。かきあげ付きの「茶そば」

ファンも多いとのこと。ワンコインなの

で満足すること間違いなしです。

　ショップにもさまざまな商品が並ん

でいます。とろけるような口当たりの

「つるりん豆腐」や生地から作る「焼き

たてパン」などをどうぞ。

　障がいを抱えた人たちは、自立した

生活を送るための訓練を受けながら、

ベテラン調理師の補助や、メーンの役

割を果たし、日々、懸命に丁寧に仕事

をこなしています。具体的には、仕出し

弁当や日替わりランチ、パンなどをつ

くっているのです。

　カフェのメニューはとても豊富で、

その中でおすすめNo.１メニューが「ハ

ントンライス」です。たっぷりふわふわ

卵の上に白身魚フライとエビフライ

が載ってとてもボリューム満点。もう

076-283-7100
かほく市七窪ハ7-1

あるじから一言
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喫茶＆ショップ

ハニー
コーム

［URL］ http://www.shionkai.or.jp

［営業時間］ 9:30～16:30　日曜、祝日休
［メニュー］  ● ハントンライス 700円
  ● 抹茶ロールケーキ 380円
  ● コーヒー 250円

［運営］ ライフクリエートかほく

自立支援をしている店

おすすめメニューがいっぱい



ギャラリー茶房

甚や
倶楽部

津幡町
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さまざまな演出をほどこした、
落ち着きのある空間

手打ち蕎麦はもちろんのこと、全てに
おいて本物でありたいと考えていま
す。お客様がときを忘れるほど楽しん
でいただけるように、安らぎ空間を演
出することを心がけています。

　津幡町竹橋は、歴史国道・北国街道

沿いにあり、かつては宿場町でした。

今でも往時の面影を色濃く残すそん

な地域に「甚や倶楽部」はあります。

元々、魚屋だった古民家を改築したそ

うで、何とも趣のある立派なたたずま

い。“地域の人たちが気軽に立ち寄れ

る場を提供したい”との思いで、加賀

友禅作家の田中郁子さんが2012年

の暮れにオープンさせました。

　玄関の扉をあけると、紅柄（べんが

ら）の壁や、和箪笥（わだんす）などの

　「蕎麦の名店」としても知られていま

す。ベテランの職人さんが打つ、1日

30食限定の蕎麦はコシの強さに驚か

されます。中でも人気なのは「そば御

膳」。とろろご飯と旬のおかずが付くの

で、満足感があります。「おろし」や「ね

ばとろ」も期待を裏切りません。さらに

蕎麦粉を入れて仕上げる蕎麦湯にも、

こだわりが感じられます。

アンティーク家具が目に飛び込んでき

ます。そして目に止まるのは、個性的

な陶器など工芸品の数々。全国各地の

作家の作品はどれもおしゃれでセンス

のあるものばかりです。その奥には、

和とモダンが見事に調和した空間が

広がっており、女性たちの楽しげな笑

い声が聞こえてきます。

　お客様が飽きないようにと、音楽イ

ベントや作家の個展などさまざまな

催しを行っていることも特徴の一つ。

併設されたスタジオでは、太極拳やヨ

ガ、フィットネス、陶芸教室などが開か

れています。

076-207-4881
河北郡津幡町字竹橋テ70

あるじから一言
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［URL］ http://jinyaclub.com

［営業時間］ 11:00～17:00　火・水曜休
［メニュー］  ● そば御膳 1,300円
  ● もり蕎麦 800円
  ● シフォンケーキ 400円

［運営］ 田中郁子

●

倶利伽羅
神社

津幡運動公園

倶利伽羅
　源平の郷

至 富山8

文

★

じん

くらぶ

古民家を再生して開店

和風モダンなギャラリー

蕎麦（そば）に定評のある店
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フェアトレード商品が
北陸一揃っている店

マクロビ実践の基本は食です。肉類
は控えめにして、無農薬・自然農法の
穀物や野菜を中心とした食事をとり
ます。野菜はその土地・その季節に
穫れるものを食べるといいでしょう。

　発展途上国の生産者が安定した生

活を送れるように、長期間にわたり決

まった取引価格を保証して付けてい

る商品……いわゆるフェアトレードの

衣料品や雑貨、食品などを多数取り

扱っているのが「コミュニティトレー

ド・アル」です。

　北陸では一番の品揃えを誇ってい

るところで、店内に入ると、オーガニッ

クコットンでつくられた洋服やイン

ナー、手仕事の技が光るバッグやアク

セサリー、身体にやさしい洗剤や化粧

品、さらには手縫いボールに木のおも

ちゃなどが並んでいます。

ベースとした食事をとって、自然と調

和をはかりながら、健康な暮らしを実

現する……それがマクロビオティック

ですが、この店はそんな考えを実践し

ています。

　スイーツや飲み物にももちろんこだ

わりがあり、そのほとんどすべてがフェ

アトレード＆オーガニック。卵、乳製

品、白砂糖は一切使いません。食べる

ことに重きを置いている女性を中心

に、県内にはかなりの数のファンがい

るようです。

　ナチュラルでかわいい雰囲気の店

内のさらに奥へ進むと、木のぬくもり

が感じられる喫茶スペースがありま

す。お昼には「おまかせランチ」をどう

ぞ。玄米は圧力鍋で炊いているので

もっちり。地元農家から仕入れている

旬の野菜を使った日替わりのおかず

が5～6種類あり、その中から好きな

ものを選ぶというシステムになってい

ます。

　穀物や野菜、海藻など、いわゆる玄

米菜食を中心とした日本の伝統食を

076-246-0617
野々市市本町2-1-24 のっぽくん2F

あるじから一言

32 33

［URL］ http://www.h4.dion.ne.jp/̃ftc

［営業時間］ 10:00～19:00　月曜休
［メニュー］  ● おまかせランチ 1,000円
  ● 日替わりおかず 100円～
  ● 本日コーヒー 400円
  ● バナナジュース 500円

［運営］ 小浦むつみ

フェアトレード＆
デリ・カフェ

コミュニティ
トレード・
アル

服も雑貨もフェアトレード

マクロビオティックな店
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出会い、つながりが生まれる、
異世代コミュニティハウス

フラダンスやヨガ、ハーブティー講
座、ジャズコンサート、親子で参加で
きる教室など、さまざまイベントを毎
日のように行っています。ＨＰでチェッ
クして、お気軽にお越しください。

　赤ちゃんからお年寄りまでさまざま

な世代の人が安心して過ごせる場、そ

れが「しあわせのいえ」です。総合エレ

ベーターメーカーのクマリフトが、小

松工場設立10年目の2005年に、何

か地域に貢献できることはないかと考

え、食・癒し・交流をコンセプトにつ

くったところだとか。自宅のような雰囲

気があるのは、擬似家族の形成を狙い

とする居場所づくりに取り組んでいる

からだそうです。利用者の半数近くが

親子連れの団体さんで、子育て中のマ

マにとってはすっかりおなじみのとこ

ろです。大人のみでの利用もできます。

　“自分の子どもに食べさせたいメ

ニュー”を念頭に、ベテラン主婦のシェ

フが日替わりで心をこめたランチを

つくり提供。長年、学校給食をつくって

きた人や、食育料理教室をしている人

もいるそうです。食事はランチのみで

すが、地元の旬の食材を使い、栄養バ

ランスを考えて調理したものです。もち

ろんコーヒーなどを飲みながらくつろ

ぐだけでもかまいません。

　館内には会社の看板である昇降機

が設置されており、中でも手動式の

ホームエレベーターは感動もの。至る

ところがバリアフリー化されたやさし

い施設です。2階のプレイングルーム

には滑り台や絵本、おもちゃがたくさ

んあって、子どもたちも遠慮なく楽し

めます。ほかにダイニングや和室、リラ

クゼーションルームもあります。1階の

大ホールではコンサートなどさまざま

なイベントを開催しています。

0761-47-0309
小松市八幡106

あるじから一言
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［URL］ http://www.shiawasenoie.net

［営業時間］ 9:30～16:30　土・日曜、祝日休
［メニュー］  ● ランチ（ドリンク付き） 1,000円
  ● デザートセット 500円
  ● ドリンク 300円
  ● 貸し部屋　1時間につき 1,000円

［運営］ クマリフト株式会社

ママ友の圧倒的な支持を得る店

魅力がいっぱいの施設

栄養満点かつヘルシーなランチ
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白山比咩
神社白山市役所

鶴来支所

鶴来
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カフェ

あやめ
野々市市
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高齢者住宅街に現れた、
ぬくもりの交流カフェ

076-248-6982
野々市市御経塚3-259

［営業時間］10:00～17:00　火・木・土・日曜、祝日休
［メニュー］ ● モーニングセット（一日じゅう） 300円
 ● カレーライス（サラダ付き） 350円
 ● コーヒー（クッキー付き） 100円
 ● ジュース 30円

［運営］ 野々市御経塚あやめ町内会

［URL］  http://ohagiya.com

［営業時間］9:00～16:00（土・日曜～17:00）　無休
［メニュー］  ● ＴＫＧＹ定食 1,000円
  ● おはぎ 120円
  ● おはぎソフト 350円

［運営］ しらやまさん表参道振興事業協同組合

　

「独り暮らしの年配者が外に出るきっ

かけになればいいですし、いろんな方

に利用してもらって交流をもっと深めて

もらいたい」。期待をこめて語るのは藤

田雅顯あやめ町内会長です。町会役員

や喫茶店経験者が中心となって運営に

あたり、パソコン教室やあみもの教室

なども定期的に行っています。ジュース

が30円、ホットケーキ100円など、安

価なところも魅力です。

　町内の独り暮らし世帯を調査したと

ころ、320世帯中160世帯が高齢者世

帯であることが判明し、計画がスター

ト。2013年11月にようやくカフェとい

う形で交流の場が誕生したのです。これ

まで利用者が少なかった町内の会館で

したが、週3日に限り、午前中は主に高

齢者が、午後は主に子連れのお母さん

たちが積極的に足を運び、集っています。

　十割そばや稲荷うどんなどの飲食が

でき、手づくりのおはぎ、とち餅などの地

元特産品も販売しています。また、オリ

ジナル商品の開発にも余念がありませ

ん。イチ押しは「おはぎソフト」。半つき

の米の粒をまぜたアイスで、つぶつぶと

した舌ざわりが特徴です。その他、笹寿

司づくり体験（木製押し器付き 1,000

円）や、鶴来のＢ級グルメとして今話題の

「ＴＫＧＹ（卵かけご飯焼き）」も好評です。

　全国三千社白山神社の総本宮、白山

比咩（しらやまひめ）神社表参道の大鳥

居前に「おはぎ屋」はあります。自動車

が普及すると、人が行き交った街道沿

いも寂しくなりました。そこでかつての

賑わいを何とかして取り戻したいと、地

元企業9社の経営者が力を合わせ、

2006年にオープンさせたのです。さま

ざまな試みを続け、話題を提供し、認知

度もかなり上がっています。

白山市

16

地元の有志が結束し、
活性化のために始めた店

076-272-5510
白山市白山町レ122-1

36 37

いっぷく処

おはぎ屋

会館に広がる談笑の輪

住民が交代で運営

しらやまさん表参道に活気を再び

新商品を次々と開発
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白山市

17

居心地がよく、ついつい
長居をしてしまう場所

076-274-7074
白山市辰巳町60-1

［営業時間］9:00～17:00　土・日曜、祝日休
［メニュー］ ● 白山オムカレー 650円
 　 　コーヒー付き 750円
 　 　持ち帰りルー 300円

［運営］ 一般社団法人ワンストップ

　店自慢の一品が“新甘口”と銘打った

「白山オムカレー」です。地元産の特別

栽培米や野菜、卵を使い、地元の良質

な伏流水で３日間煮込んでいるという

こだわり。剣崎なんばがアクセントに

なっており、奥深い味わいです。また、定

期的に絵手紙教室や陶芸教室、笑いヨ

ガ、健康笑談会などを行っていて、世代

を超えた人たちが集う交流サロンに

なっています。

　「周辺には独り暮らしの高齢者が多

いので、気軽に訪れ、いろんな人と交流

してもらいたいと思い、３年前に始めま

した」。そう語るのは、“駅長”の中村晃

（あきら）さんです。長く家族を介護して

きた経験があるので、人に喜んでもらえ

る姿をイメージし、何が提供できるかを

常に考えているそうです。以来、地域の

人たちの憩いの場として着実な歩みを

続けています。

　カフェが位置する美川はかつて本吉

湊と呼ばれ、室町時代、「三津七湊」の

一つに数えられたことから「美川37

（みんな）カフェ」と名付けられました。

待合室なので飲食しなくても、北欧家

具の木の温もりに包まれ、電車の時間

までゆっくり過ごすことができます。港

町ならではの海産物や、「こんか」と呼

ばれる糠漬けなど、この地ならではの

味を楽しめます。

　JR北陸線で普通列車に乗り、小松か

ら金沢へと向かう途中にあるＪＲ美川

駅。駅舎2階がカフェになっています。社

会福祉法人佛子園（ぶっしえん）が駅に

設けられた交流ホールと駅舎の指定管

理業務を受託したことから、2階の待合

室を飲食ができるコミュニティカフェと

して運営することになったのです。カ

フェ業務と清掃は、障がい者の就労支

援の場ともなっています。

美川

３７Cafe
みんな

白山市
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電車の時間までゆっくり
過ごせる“待合室”

076-278-7788
白山市美川中町ロ221-1

38 39

［URL］  http://mikawa37cafe.com

［営業時間］7:00～20:00　無休（年末年始は除く）
［メニュー］  ● 美川こんかサバうどん 450円
  ● スミヤ精肉店のチャーシュー 400円
  ● モーニングセット（7:00～11:00） 300円

［運営］ 社会福祉法人佛子園

マチcafe
ゆめの駅

年配者にとって憩いの場

ゆめの駅＝白山オムカレー

社会福祉法人が駅舎を指定管理

糠漬け「こんか」など地元の味を提供
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認知症

カフェ
能美市

19

認知症について
気軽に語り合う交流の場

0761-58-6899
能美市粟生町ロ78　

［URL］   http://www.bussien.com/saienji

［営業時間］11:00～20:00 (日～木曜)
  11:00～21:00 (金・土曜)
  日曜、祝日休
［メニュー］   ● おばんざい定食 700円

［運営］  社会福祉法人佛子園

［開催日］  月１回15日前後　午後開催
［参加費］  300円（紅茶・デンマーク風のパン・チーズ付き）

［運営］ グループホームあおぞら

　毎回、季節の紅茶、デンマーク風のパ

ン、ケーキのようなチーズを口にしな

がら、ざっくばらんに語り合います。議

論の内容はその都度変わるものの、た

とえば、高齢者向けの朝食メニューや、

足で立つことを基本とした運動につい

て紹介したりもします。時には北陸先端

科学大学院大学の教授が加わりアドバ

イスを与えることも…。月に１度の開催

を予定しています。

　認知症患者本人とその家族、医療・福

祉関係者や地域住民らが一堂に会し、

それぞれ直面している悩みを語り合っ

たり、認知症への理解を深めたり、ある

いは地域ぐるみの支援策を考えたり

……そんな試みが2014年1月から能

美市で始まりました。全国的にも広がり

を見せているこの活動。運営するグ

ループホームが助成金を受けたことか

ら定期的に行うことになったそうです。

　地元の採れたて野菜や手工芸品が並

ぶ「市」が定期的に開かれ、ライブやコ

ンサートなどのイベントが開催され、駄

菓子屋も大好評。ここはまさに地域の

寄りどころです。高齢者デイサービスと

障がい者の生活介護拠点でもあり、温

泉清掃や施設の管理、給仕や皿洗い、

味噌や漬物などの特産品づくりは、障

がい者の方々が行っているのです。

　田畑に囲まれた寺院御堂跡を活かし

た温泉付きのコミュニティカフェです。

「西圓寺」が創建されたのは室町時代

の終わり頃。その後、廃寺となっていた

のを、2008年に社会福祉法人佛子園

が、地元のまちおこしと福祉の拠点の

ため再興させたのです。地下750mか

ら湧き出る温

泉と足湯があ

り、昼間はカ

フェ、夜は酒場

に変わり、マッ

サージやアロ

マテラピーも

受けられます。

さんそうにもく

三草二木
さいえんじ

西圓寺
小松市

20

心いやす、昔なつかしい、
なごみのスペース

0761-48-7773
小松市野田町丁68
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県内初の試みを開始

大学教授がアドバイザー

温泉あり、カフェあり、酒場あり

住民みんなの寄りどころ
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地域のため観光のために
なくてはならない存在

0761-77-8270
加賀市山代温泉18-59-1

［URL］  http://www.hadutiwo.com

［営業時間］9:30～18:00（イベント時は夜も営業）　水曜休
［メニュー］  ● 特選コーヒー 500円
  ● はづちをの野菜カレー 850円
  ● クリーム白玉ぜんざい（加賀棒茶付き） 750円

［運営］ NPO法人はづちを

　茶店の名物は、季節ごとの採れたて

加賀野菜をふんだんに使った野菜カ

レーです。10種類ほどのスパイスを調

合して時間をかけて煮込んでいるので、

とても深い味わいです。地元の人気飲

食店が全面協力しているので、おいしく

ないわけがありません。甘味や加賀棒

茶の評判も高く、何を選んでも満足する

でしょう。九谷焼や山中漆器の器、町家

の風情にも注目してください。

　山代温泉の真ん中に、紅柄格子（べ

んがらこうし）の昔懐かしい町家が集

まった「はづちを楽堂」があります。幅広

い人たちが交流できるよう、2002年に

コミュニティ活動の拠点としてオープン

したところです。地元の商店や旅館の経

営者が中心となり、決して豊富とはいえ

ない人員、予算で、四季折々のさまざま

なイベントや講座を行い、また茶店や

みやげ店を経営しているのです。

　地元の食材を使った料理を提供する

食堂と、地場の特産品を販売する直売

所があります。「へしこ」（鯖の糠漬け）

や漬物など、オリジナル発酵食品をつ

くっており、「深蒸し味噌」や「梨酢」、「筍

酢」といった変わりダネがいっぱいで

す。その他、料理教室や漬物のコンクー

ル、食に関する講演などのイベントが目

白押しです。今や、地域住民にとっては、

欠かせない交流の場なのです。

「廃校になった瀬越小学校校舎を地域

文化の振興のために利用しよう」、「北

前船の船乗りたちが船内で食した保存

食などを再現しよう」ということで誕

生したのが加賀市の公共施設「竹の浦

館」です。1930年に建てられた古い木

造校舎が見事な変貌を遂げたのです。

以来11年、さまざまな商品を生み出

しヒットさせ、歩みを続けているので

す。

竹の浦館

加賀市

22

「食」に関することで
地域を活性化している施設

0761-73-8812
加賀市大聖寺瀬越町イ19̶1

42 43

［URL］  http://www2.kagacable.ne.jp/̃musojuku

［営業時間］9:00～17:00　水曜休
［メニュー］  ● 豆乳鍋焼きうどん 650円
  ● こっさおにぎり 100円
  ● いちご酢ウォーター 300円

［運営］ NPO法人竹の浦夢創塾

毎日、何らかの教室や催しを実施

食材や器などはすべて地元産

懐かしの木造校舎を再利用

地域食文化への大きな貢献



　金沢市を中心とする地域福祉の
拠点施設に「善隣館」があります。
「助け合いの心で、近隣の人 と々心
をかよわせ、支え合い、互いに善き隣
人を創っていく」という善隣思想に
基づき、戦前から地域コミュニティの
中心を担ってきました。1934年設立
と最も古い歴史を持つ第一善隣館
は 2 0 1 2 年、コミュニティカフェ
「Zenrin Cafe（善隣カフェ）」を開
設し、新しい形の善隣活動に取り組
み始めました。

　善隣館の担い手となった金沢市
内の「方面委員」（後の民生委員）
が、要救護者支援の先進地である

大阪への視察や地域での呼びかけ
を行い、野町方面委員の安藤謙治
氏が、小学校旧校舎を市から無償で
借り受けて第一善隣館の設立にこぎ
つけました。託児所、授産所などの社
会福祉事業と、図書室、仏教講など
の社会教育事業が展開され、善隣
思想が野町校下（校区）で実践され
ていったのでした。

　1947年には、昭和天皇が北陸巡
幸の際に第一善隣館を訪問される
と、その活動は全国にも知られるよう
になります。地域コミュニティの中核と
なっていったものの、公民館の設置
によって社会教育事業が移管され、

時代とともにその役割は変わってい
きます。

　第一善隣館は社会福祉法人とし
ての認可を受け、1991年には地域デ
イサービス事業に乗り出すなど新し
い事業に取り組みます。ピーク時金
沢市内で19カ所あった善隣館も12カ
所に減り、財源や人材確保が課題と
なっています。施設長を務める宇野
孝一さんは「新しい事業に取り組む
中で、善隣館近くの町家を利用して
コミュニティカフェを開設したのです。
カフェを通して善隣館が持つ地域コ
ミュニティの役割をさらに将来につな
げていきたい」と話しています。

地域コミュニティの
中核担う“善隣館”
カフェ開設で新たな展開へ

小学校の校舎跡に開設された第一善隣館 北陸巡幸に訪れた昭和天皇が第一善隣館を視察された（1947年）=第一善隣館提供

現在の第一善隣館=金沢市野町三丁目 保健所が設置されるまで、予防接種も善隣館で
行われた
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至 猫の目 I.C.至 七尾

至 羽咋 至 かほく

文

★

コミュニティ
カフェ

オムライスの郷
宝達志水町
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オムライスの町・宝達志水の
情報ステーション

0767-29-2255
羽咋郡宝達志水町子浦そ18-1 さくらドーム

21内

［URL］  http://omurice.info

［営業時間］11:00～14:00（火～金曜） 11:00～15:00（土曜）
  日・月曜、祝日休
［メニュー］  ● やわらぎオムライス 750円
  ● いちじくジェラート 250円

［運営］ オムライスの郷プロジェクト実行委員会

［営業時間］10:00～18:00　日・月曜、祝日休
［メニュー］ ● むうみんランチ 600円
 ● 神音コーヒー（ビスコッティ付き） 350円
 ● 手づくりケーキ 180円

［運営］ 一般社団法人つながり

　オムライスを広めた店として有名な

のが大阪の洋食店「北極星」。その店仕

込みのまろやかなトマトソースとふわ

ふわ卵が特徴の「やわらぎオムライス」

がここの看板です。とろみづけのための

宝達くずや、具のチンゲン菜、鮮やかな

黄色に仕上げる卵「能登鶏」など、地元

産の素材をふんだんに使っています。ま

た、オリジナルの手づくりジェラートや

コーヒーも人気です。

　オムライスの生みの親がこの地の出

身ということで、宝達志水町はオムライ

スを“ご当地グルメ”として広くＰＲして

います。町内でそれを提供している店は

15店あるのですが、その象徴的な存在

で、かつ能登の観光情報も発信してい

るのが「オムライスの郷」です。研修を受

けて認定された地元の主婦グループが

日々、おいしいオムライスをつくり続け

ています。

　支援スタッフとともにつくるメニュー

はさまざま。自信作のチーズケーキを

はじめ、炒め玉ねぎたっぷりのカレー、

“能登ブランド”のコーヒーなど、そのど

れもが格別な味わいで、しかも美味な

のです。ベテランの支援スタッフがフォ

ローしているとはいえ大したもの。コー

ヒーはポットに入ってたっぷり２杯分。

ビスコッティも付いてコストパフォーマ

ンスは高いのです。

　「夢生民」は、障がいを持つ人たちが

働けるよう支援している社団法人が開

設したカフェです。オープンして丸２年。

地域の人たちにはすっかりおなじみと

なっています。メンバーの動きは丁寧

で、しかも元気よく、どの仕事も慣れた

もの。感心することしきりです。第1土曜

には、悩みを抱えた人たちが交流する

おしゃべり会も開催しています（お茶代

500円）。

むうみん

夢生民

羽咋市
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障がい者がやりがいを持って
いきいきと働いているカフェ

0767-23-4137
羽咋市大川町ク9-11
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さと

宝達志水といえばオムライス

オリジナルメニューいろいろ

バリアフリーなコミカフェ

メニューは自信作揃い



C
O

L
U

M
N
❷

だ残存しており、その中には空き家も
多くみられる。それらをコミュニティカ
フェとして利活用することができれ
ば、地域の歴史を継承した魅力的な
場を形成することができる。
　本ガイドブックでは金澤町家を活

　コミュニティカフェは、新しい形で、
地域の居場所や出会いの場を形成
し、人と人のつながりを紡ぎ出す役割
を果たしている。金沢市は非戦災都
市であるため、まちなか区域には、金
澤町家と称している歴史的建物がま

増えている。中には、すでに町家を購
入し、コミュニティカフェ開設の準備を
進めているものもあり、今後も金澤町
家の活用が増えていくものと思われ
る。このように、貴重な歴史的資産を
コミュニティカフェとして継承、活用す
る活動を通じてコミュニティ活動がより
活発になっていくことを期待したい。

用した事例を紹介している。「どんぐり
の木」は建築設計士でもある親子が
カフェを通じて町家の魅力を見てもら
おうとスタートしたものであり、そこを
拠点としてネットワークが広がってい
る。「Zenrin Cafe」は社会福祉法人
が活用しているものであり、先進的な
民間の福祉活動として位置づけられ
る善隣館活動の現代的な姿でもあ
る。「もろみ蔵」は、大野地区の伝統
産業である醤油づくりに使われ、今で
はその機能を失ったもろみづくりの蔵
を活用したものであり、地区のまちづ
くりのコアとして機能している。
　これらの他にも、金澤町家をカフェ
に利用したいという、とくに若い人達が

金沢における
コミュニティカフェの
役割と町家の活用

川上 光彦 かわかみ・みつひこ

金沢大学名誉教授。特定非営利活動法人 金澤町家研究会 理事長。
石川県金沢市出身。1947年生まれ。京都大学工学部卒業。
石川県都市計画審議会会長、
富山県元気とやままちづくり専門小委員会委員長、
金沢市まちづくり専門員などを務める。「地方都市の再生戦略」（編著）
学芸出版社、「まちづくりの戦略」（編著）山海堂など
都市計画やまちづくりに関する著書多数。

金沢大学名誉教授
特定非営利活動法人 金澤町家研究会 理事長 川上 光彦

かわかみ みつひこ

第一善隣館が運営するZenrin Cafe
=金沢市野町一丁目

築70年の町家を活かした「どんぐりの木」=金沢市武蔵町

コミュニティカフェ開設講座で町家の利活用を説明

金澤町家とは
金沢では町家、武士系住宅、足軽住宅、近代和風住
宅など、多種多様な歴史的建築が市民によって住み
継がれてきています。このような歴史的建築を総称し
て「金澤町家」と呼び、それらの保全と利活用に取り
組んでいます。
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ミュニティカフェへの関心が高まる中、カフェを実際に開設・運営し

たいという方々も増えています。公益社団法人長寿社会文化協会

（WAC）と特定非営利活動法人金沢観光創造会議は開設方法を学び、志を

持った方の連携を図る目的でコミュニティカフェ開設講座を開催しました。

座には、主婦や会社員、福祉施設職員、看護師ら世代、職業を超

えてさまざまなメンバーが参加。全6回にわたって開催された講

座の中では、コミュニティカフェの紹介や開設のために必要な準備、事業

計画の策定、おいしいコーヒーの淹（い）れ方などを、多彩な講師陣が実

技も交えて分かりやすく解説しました。

講したメンバーの中には、コミュニティカフェ開設にこぎつけた

方や開設に向けて取り組んでいる方もおり、まちの縁側、地域の

居場所づくりといった目標実現に向けて、互いに刺激を受け、励まし合っ

ています。コミュニティカフェの輪が広がり、多くの方が“居場所”で心地

よい時を過ごすことができるよう期待が寄せられています。
講座は2013年9月から11月まで、独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の一環として開催
されました。今後の予定は、特定非営利活動法人金沢観光創造会議までお問い合わせください。
【電話】076-205-6202 　【メール】info@machieki.jp

コミュニティカフェ開設講座 金沢

幅広い参加者が集い、
カフェ運営目指す

9/14
sat

9/28
sat

10/19
sat

10/26
sat

11/2
sat

11/30
sat

2013年度講座開催日

コ
受

講
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　土から勢いよく生きる力を表す青菜、水辺でワクワクの男の子たち、うさぎと瞳の丸さ

を競いあう女の子、井戸掘りに心地よい汗を流すお父さん、香りのいい紅茶を間に歓談

するお母さん、玄米ごはんと有機野菜に舌鼓をうつ若者、日だまりのネコとおばあさん、

笑いヨガを多世代の人 と々楽しむおじいさん、自分らしくまったりと振るまう障がい者、さ

ざ波のようにひろがるヒヨドリのさえずり。ここには生きとし生けるものみんながつながりあ

う「ココロのが」がひそやかに息づいています。それがまちの縁側・コミュニティカフェ。

　愛知・名古屋からは、そんな想いをこめた冊子を心をこめてつくりました。とともに、全

国のこれまでの取り組みの中から、まちの縁側・居場所づくりで共通して大切にしたいこ

とを12カ条としてくくりだしました。今後各地域の個性的輝きを帯びた居場所が、交流し

育ちあえることを切望します。

大切にしたいこと12カ条
● 気軽にきて気軽に帰れる
● 一人ひとりがボーっとできる
● 老若男女がつどう場・かかわりあう場・出会う場
● 共につくり、飲み、食べ、歌い、話し、笑い、心晴れる場
● 人と人が交差する自由空間
● 多様な価値観を相互に受け止め、

認め合える相互理解の場
● 友だちを作る（人的ネットワークを広げる）
● 相互にかかわる中からお互いに気づきあう場
● 自己表現・感動を分かち合う場
● もっと素敵な生き方にチャレンジするきっかけをもつ
● あらゆる情報の交差点
● 地域の中で起きているさまざまな問題解決の端緒の場

コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ が ま ち を つ く る

こんなまちの縁側・居場所に
なったらいいな
特定非営利活動法人 まちの縁側育くみ隊
代表理事

延藤 安弘

　つながるKYOTOプロジェクトは、京都市における“まちの居場所（誰もが気軽

に利用でき、ゆるやかなつながりを持つことができる場所。まちの縁側、コミュニティ

カフェともいう）”の開設や運営のための中間支援組織として、大学教員や大学

生をはじめ、運営者自身や地域住民などが中心となって2008年に結成されました。

　私たちは、まちの居場所の運営者と利用者のマッチングのためのホーム

ページやガイドブックの作成のほか、実際の施設をめぐるツアーや体験イベン

トを行ってきました。また、こうした居場所の効果を探るため、さまざまな調査や

研究も行っています。その結果、居場所には、人々を孤立させないための一

定の効果があること、まちづくりの一翼を担う働きがあることが明らかとなりまし

た。しかし、それと同時に、居場所同士にもつながりが必要であり、そのネット

ワーク作りが非常に重要であるということを痛感しました。

　私たちはこれまで、京都市を中心に活動を続けてきましたが、今回WAC

（長寿社会文化協会）の呼びかけにより、全国で同様の活動をされている皆

さま方とともに、ガイドブックの作成や開設支援講座など、多方面からまちの居

場所を支援する機会に恵まれました。私たち自

身も、3年前に独自で京都市内のガイドブックを

作った経験がありましたが、この数年間で京都

にはさらに多くの居場所が誕生しており、今回の

取材は私たちにとってもその変化と熱気を改め

て感じることのできる楽しい旅となりました。

　今後も、今のこの活動をベースに京都のまち

の居場所とともにあるNPOであり続けたいと考

えています。

コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ が ま ち を つ く る

京都の“居場所”と
共にありたい
特定非営利活動法人 つながるKYOTOプロジェクト
理事長

小辻 寿規
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　子育て、介護から環境、平和まで…地域で直面するいろいろな課題を自

分たちの力で解決しようと試みる人 を々、身近で見てきた私たちにとって、そ

の活動をいかに持続可能にするかということは、常に大きな関心事でした。

　彼らに「コミュニティビジネス」というやり方を提案すべく、起業相談を行っ

てきた経験を通じて見えてきたのは、多くの方が、「場」を設け、人と人をつ

なぎたいと考えているということです。

　2012年、「相談に乗るだけでなく、実践者でありたい」と考えていた私た

ちは、“コミュニティカフェメサ・グランデ”をオープンしました。地産地消の小さ

な八百屋と、食べ方を提案するレストランサービス、コミュニティビジネスのノ

ウハウを学べる講座や、飲食サービスを開業したい人向けのワンデイ・シェ

フなど、多様な顔を持つお店です。

　このたび、全国のコミュニティカフェの事例を目にしたことで、いかに多くの

実践者が善戦しているか、勇気づけられるとともに、新しいネットワークを築

くことができました。気づけばこれこそが、コミュニティカフェを志す人に最も

必要なことではないかと感じています。

　この冊子を手に取った方には、ぜひ、気軽に

お店を訪ねてみていただきたいと思います。情

熱的でオープンな店主の皆さんの考えに触れ

たり、近くに住んでいながら出会う機会のな

かったいろいろな人とのつながりが生まれたり

することで、日々の暮らしがより楽しくなり、貴方

も何かを始めてみたくなるかもしれませんよ。

コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ が ま ち を つ く る

コミュニティカフェの
実践者の一人として
特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき
理事・事務局長

田代 美香

編 集 後 記

　金沢には歴史があり、文化があります。能登、加賀には海があり、山があり、培われた伝統
があります。都市部にはない財産があります。そんな中で、人と人がつながる場がどのように
開かれていくのか。今回の取材を通して目で見て、話を伺い、肌で感じることができました。ご
協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。
　ガイドブックで網羅できなかったコミュニティカフェも少なくないのですが、いつかお訪ねす
る機会があればと楽しみににしています。コミュニティカフェが皆さんにとっての縁側となり、
居場所となることを念じています。 （加茂谷 慎治）

　子どもの頃、学校から帰ると、近所の女性たちが、わが家に集まり、わが子の話や世間話
など、お茶やお菓子を食べながら楽しそうに会話をしながら、編み物をしていました。
　自分が大人になり、編み物などの手仕事を通じて「ニットカフェ」を開催したのが２００９年
でした。教室ではない、気軽に編み物を学ぶ環境を作りたいと思い開催しましたが、「ニットカ
フェ」を続けていると気がついたことがありました。子どもの頃と同じ環境が、「ニットカフェ」で
作られていったのです。集まった人々が自然と世間話に花を咲かせて、笑いが絶えない、時
には悩み事を相談し合う、そんな空間となっていったのです。
　このガイドブックが、コミュニティカフェを開設しようという方や、訪ねて体験してみたいとい
う方のご参考になれば幸いです。 （木和田 里美）
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