年度総会が 月 日︑
宇都宮市役所会議室
で開かれました︒総会では︑ 年７月の設立以
降の取り組みや参加行事︑
決算を報告するとと
もに︑新年度の研究事業計画︑予算︑執行体制

田良理事

冒頭︑沼

﹃芽﹄を見つけ︑育んでいかな

残り期間で次年度につながる

で活動が十分及ばなかった︒

を提案し︑承認されました︒

長 が ︑﹁ 本

ければならない︒皆さんの協

︵宇都宮市職労中央執行委員

会の時期

ことをお

長︶
が︑﹁政権交代が実現し︑
行

力をお願いしたい﹂と挨拶︒

詫びした

政も変わらなければならない︒

が諸事情

い︒昨年度

労組も単に行政に政策制度の

続いて︑田村好昭副理事長

は﹃器﹄づ

要望書を出すだけでなく︑当

で遅れた

くりが精

事者としての痛みも伴うが︑

算案が提案されました︒

一杯で︑調

究員の構成は﹂﹁落書き消し隊

は単発でなく︑継続しては﹂

﹁正直︑
何をしたらいいのかわ

からなかった︒
先日︑
素晴らし

運営委員会を立ち上げ︑そこ

で進め方や財政・人的支援な

どを議論し︑実行に移して欲

しい﹂と答えました︒

最後に︑新任の事務局長に

岡田洋子さん︑顧問に前任の

郷間康久さんなど︑新年度の

役員・事務局体制を選出︒岡

田新事務局長は︑﹁組織を活か

し︑人を集めるなど︑これま

での経験をラボの活動に役立

てていきたい︒初年度は集ま

りも不定期になったので︑会

議の定期開催など日常のコ

ミュニケーションを深めるこ

とに心がけたい︒新たな仲間

の呼びかけと活動へのご協力

をお願いしたい﹂と抱負を述

○宮まちづくりネットワ−ク関連事業への協力

べ︑総会を終了しました︒

＜事業計画＞

い講演に巡り会ったが︑宇都

○「政権交代と自治運営」に関する調査

提案に対し︑
参加者から
﹁研

査研究ま

これに対し︑郷間康久事務

○ＨＰ、ＭＬの開設、メルマガの発行

宮に呼びたい﹂
ーなどが発言︒

○「織音（オリオン）コンサ−ト」の開催

本当に行政を変えようとする
取り組みが必要だ︒
それができ

局長が
﹁各分野で研究・課題な

○「市民協働と NPO の現状」に関する調査

09

る好機でもある︒
宇職労はラボ

会に携わるのが研究員だ﹂﹁落

ど︑一つのテーマで部隊をつ

書き消し隊は︑宮まちづくり

の支援者︑
研究委託者であると

議事で は︑
﹁小中 学生 による

ネットワークが企画し︑ラボ

同時に会員でもある︒
当事者と

近未来 ５種体 験﹂
﹁トラ ックの

も協賛し参加した︒今後も坂

くり︑企画運営委員会を立ち

日の啓発﹂﹁落書き消し隊
︵写真

本副理事長からイベント情報

上げてもらいたい︒その委員

右︶
﹂
等への参加︑
宇職労からの

をもらい︑ラボとしての関わ

して積極的に関わり︑
活動した

委託業務﹁
﹁市 民と労 組と の協

り方を考えたい︒消し隊もラ

い﹂と連帯のメッセージ︒

働組織 の設立 ﹂
﹁宇都 宮市の 地

ボらしい第２段ができれば﹂

○各種行政イベントの検証

08

域自治の課題と展望﹂
の中間報

﹁やりたいことがあれば︑
企画

○地域自治制度の検証

13

告など成果と決算を報告︒ま

＜研究計画＞

良
発行人：沼田

11

た︑
新年度の研究事業計画と予

【新年度の主な研究・事業計画】

第２号
NEWSLETTER
シティ・ラボ・うつのみや
（1）2010 年１月 25 日発行

≪発行所≫

シティ・ラボ・うつのみや
〒 321-0901

宇都宮市平出町 2560
TEL&FAX：028-661-2485

ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲ 第２号

09 年度総会を開催

−新年度の事業研究計画など決める−

沼田 良

分を過ぎたら︑市民

いきましょう︒

新しい協働にチャレンジして

を呼びかけ︑
ラボの輪を広げ︑

るこの時期︑多くの方に入会

再び活動をはじめる春に備え

き物すべてが眠りから目覚め︑

のみや﹂
を立ち上げました︒
生

私たちは﹁シティ・ラボ・うつ

ネイトする︒
そのためにこそ︑

つなぎ︑市民協働をコーディ

れます︒市民と自治体職員を

出てこない﹂など不満も聞か

﹁役所の職員が地域の集まりに

しかし巷間では︑市民から

た意識と行動で過ごしました︒

は公務員だった時代︑そうし

にもどってはどうですか︒私

後５時

べきだと考えます︒むしろ午

でも︑もっと地域に飛び込む

治体職員の皆さんは仕事以外

厳しい時代だからこそ︑自

ています︒

し︑
市民に理解を求め︑
はじめ

自治体は
﹁協働の時代﹂
を強調

働に期待が寄せられています︒

︵作新学院大学教授︶

理事長

地域に飛び込み︑ 新しい協働の時代を

ゼロに近いのです︒こうした

しかし︑新規事業の財源は

トの張り直しが急務です︒

活保護など︑セーフティネッ

育定員の増加︑失業保険や生

用政策︑共稼ぎを支援する保

行政ニーズを増やします︒雇

一方でこの危機は︑新規の

一年後以降にやってきます︒

課税ですので︑真の深刻さは

も︑個人住民税などは前年度

の歳入を直撃します︒しか

と先行き不安は︑まず自治体

とです︒深まりゆく経済危機

増やす要因が膨らんでいくこ

激減するなかで︑逆に歳出を

を突きつけています︒歳入が

自治体に対して矛盾した課題

時不況 以降 の内外 の情 勢は︑

さて︑八十年ぶりの世界同

お願いいたします︒

するご理解ご協力をよろしく

た︒本年もラボの諸活動に対

２０１０年の幕が開きまし

新春メッセ−ジ
二律背反の解として︑市民協

15
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ラボ研究員による発案企画…

Ｋ i ｄｓ ファーム

実験イベント 大成功！
顧問の郷間康久さんと市民研究員・豊田和也さんの発案で生
まれた「ファーム・チャレンジ・プログラム」の一つが 09 年９
月６日、県トラック協会青年部との共催で実現しました。

この日の主役は自動車事故対策機構栃木支所交通遺児友の会

の子どもたち。場所は、郷間さんが代表を務めるＦ&Aリンケー

ジファーム（平出町）の畑や自然豊かな近隣の河川や山林。

秋晴れの下、収穫した新鮮野菜でベジタブルカレーを作り、

それを竹筒で炊いたご飯にたっぷりとかけて頬ばる子どもた

ち。山から切り出した孟宗竹は、
「流しそうめん」の櫓や汁椀に

も変身。デザートで好評だったのは、意外にも地下水でピリッ

と冷やしたキュウリ味噌とゆでたてのアツアツ里芋。新鮮な素

材が一番のごちそうでした。

すが、この日ばかりは笑顔満面の一日。協会青年部の家族を含

不幸にも交通事故で家族とのふれあいを失った子どもたちで

めると総勢50人を超えるイベントでしたが、それぞれがアイデ

アを出しあい、仲むつまじく、魚釣りや畑いじりにも挑戦！

不謹慎にも、
飲み屋のカウンターで生まれた思いつき企画で

したが、ラボの実験としては素晴らしいイベントになったと自

負しています。この日耕した畑には、来たる春、この時の子ど

もたちの笑顔の何百倍もの数の菜の花が咲くことでしょう。豊

田くん、次は「菜の花お花見プログラム」だよ！！

（報告：郷間）

理想は
屋のよ うな 家族で す︒一昔前

族﹂とは︑あの﹁フーテンの寅

聴講座 ﹂などを 積極 的に開 催

ション 力を 高める ため の﹁傾

ンセリングやコミュニケー

プル︑家族を 対象 にした カウ

今︑エコーズは︑個人︑カッ

いっぱいの家族です︒

通しの良い︑そして愛情が

喧嘩し︑他人が出入りする︑風

の家族です︒
本音で話し︑
笑い︑

までは ︑どこに でも あった あ

さん﹂の映画 に出 てくる 団子

﹁
フーテンの寅さん﹂ ？
阿部美代子

をしていたこともあり︑
多少の

ターなどのボラ ンティア活動

にも私たちは虐待やシェル

相談にのるのですが︑
それまで

起きている様々 なトラブルの

︵家 族相 談室 ・エコーズ代表 ︶

副理事長

平成７年︑私たちが
でき る 小 さな 国 際 交流

をし よ う と︑カウ ン セ

リン グ を 学ん で い た仲

間３ 人 と 外国 人 の ため

してい ます ︒家族が それ ぞれ
影響し あい ながら 成長 し︑親
力︑家族力 をつ けて欲 しい と

出てくるかな？プレ＆バレンタインデイの両日、

ことには驚かな いつもりでし
た︒しかし︑実際はさらに深刻
なＤＶや虐待︑引きこもり︑薬
物︑
リストカット︑
家庭内別居︑

品？などが販売されました。今年はどんな名物が

の﹁相談室・エコーズ﹂

を立ち上げました︒
と こ ろ が時 を 前 後し

もし ︑予防教 育を 含めた 家

心から願います︒
族相談 の窓 口を行 政と 協働で
つくることができるなら︑
もっと 多くの 相談 にのり ︑
﹁元
気な家 族﹂をつく る支 援がで
きるのにと︑とエコーズは
思っています︒

める、坂本安男副理事長からの情報提供です）

11 ： 00 〜 17 ： 00

ビ−ルのコラボなど、アイデアあふれる名品、珍

オリオンスクエア

ところ ：

家族、カップル、友人と出かけてみてネ！

主 催 ： 宮まちづくりネットワ−ク等

（※宮まちづくりネットワ−クの代表世話人を務

等々︑想像を超えることが︑家
庭という密室で 起こっていま
した︒
そして︑
十数年のこの仕事を
通して気づいた ことは︑家庭
は︑私たちが思うほど︑安全な
場ではなく︑
人の健全な育成に
は無条件の愛情が必要である︑

東 京都 出身 ︒ 病院 薬剤 師勤

︹
プロフィール︺

乾麺・そば、饅頭、大福、チョコ、ソ−セ−ジ、

て︑偶然 に も メン バ ー

が家 族 相 談員 や 婦 人相

談員 の 職 に就 く こ とに

なり ︑今度 は 子 ども や

女性 た ち を対 象 に した

福祉 的 な 支援 活 動 をす

ることになりました︒

具体的なその仕事は

﹁家族︑婦人相談員﹂と

ということでした︒

務︑ 栃木県 婦人 相談所 婦人 相
談員を経て︑現在︑とちぎ男女
共同参画センター相談員︒薬剤
師︑日本カウンセリング学会認
定カウンセラー︑家族心理士 ・
家族相 談士 資格認 定機 構家族
心理士

いちごの販売やいちごと名産しもつかれ、餃子、

と き：

２月１３日 （土） / １４日 （日）

昨年は、各企業・団体、行政、学校などが出店、

ラボの窓から
「ラ ボ の 窓 か ら 」は、理事 と 事 務 局 に よ る コ ラ ム コ −ナ − で す 。それ ぞ れ が 取 り 組 ん で い る
活動、まちづくりへの思い、ラボへの期待、政策提言など、自由に語ってもらいます

いう 名 の 通り ︑家庭 で

平成 年︑
私たちは
﹁相談室・

私たちが考え る﹁安全な家

タートしました︒

ための支援をし ようと︑再ス

かして﹁安全な家族﹂をつくる

キャリアやネッ トワークを活

コーズ﹂と改め︑これまでの

エコーズ﹂を﹁家庭相談室・エ
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今年のバレンタインは、

「いちご元気まつり」へ

「いちご生産日本一の栃木県」のＰＲと中心市

気まつり」が２月に開かれます。

街地の活性化をはかろうと、３回目の「いちご元

理 事

赤羽根 肇

ていません︒メンバーの高い

も︑まちづくりに熱い思いを

られません︒宇都宮において

なされているよ うには見受け

夢を現（うつつ）に
想いをカタチに

求ム！ 市民研究員

つくネットワ−ク型のグル−プをめざしています。
「最近、宇都宮のこんな点が気になる」
「こんなことをすれば、もっ

「シティ・ラボ・うつのみや」は、活動の中心を担う会員がテ−マごとに思い思いに活動し、それがゆるやかに結び

と、まちが良くなるのに。おもしろいのに」という素朴なテ−マ・関心があれば、仲間やその道のプロを募って「広場」

をつくり、実践につなげたいと考えています。そして、
「協働」の両輪である市民の皆さんと日々公共サ−ビスを担う

自治体職員の皆さんをつなぐ存在として、役割を果たしたいと思っています。

「ラボ」では、随時、仲間（個人会員：年 3,000 円 / 口、団体会員：年 10,000 円 / 口、学生会員：年 1,000 円 / 口）を

まちづくり連絡協議会﹄も結
成され︑互いに交流 連携し︑
効果的な活動を 行おうと努力
しているところです︒
宇都宮について見てみると︑
活動を活発に展開している
人々はたくさん 見受けられま

意欲にもかかわらず︑本業と

もつメンバーが互いに交流し︑

す︒
しかし︑
相互の連携 が余り

の板ばさみで今だ具体的な行

ことが必要だと 痛感していま

連携して効果的 な活動を行う
す︒
まちづくり は︑
一人だけで

動に結びつけられず︑休眠状
代表である私は宇都宮に住

はなかなか進みません︒その
ための 拠点と して ︑
﹃シティ・

んでいますが︑その他のメン
企業経営者や農業従事者︑団

宇都宮出身︑宇都宮在住︒足

ラボ・うつのみや﹄
を大いに活

利銀行の各支店長 や公務 ・地

体役員等で各自が忙しく︑積

しかし大平町では︑多くの

域支援部長などを経て︑ とち

用し︑絆をつなごうではあり

まちづくり団体が結成され︑

ぎ総合研究機構専務理事︑理

ませんか︒

活発な活動が繰り広げられて

事長等を歴任︒ 現在︑ うつの

極的に活動できる人がいない

います︒町の駅ネットワーク

みや市政研究センター企画運営

︹
プロフィール︺

や観光案内ボランティアの会︑

アドバイザー︑ 大平町 産業 振

のが原因です︒お恥ずかしい

おおひらコンシェルジュ︑Ｎ

興奨励事業審査委員︑ おおひ

限りです︒

バーは大平町に住んでおり︑

態になっています︒

︵大平まちづくり工房
㈱ネットワーク風代表取締役︶

･

会議﹄
の座長 に就任 ︑
地元住 民

と町の 活性 化に向 けた 提言活

動︵写真左︶を始めて以来︑現

在まで︑大平町のまちづくり

に長く関わってきました︒現
在︑町のブランド認定や産業

振興奨励事業審査︑企業誘致

審査︑ＰＦＩアドバイザリー

などの 委員を 務め ︑
また︑
地元

有志と まち づくり を実 践すべ

く︑
﹃まちづくり会社﹄まで設

立してしまいました︒
ただし︑まちづくり会社は

ＰＯ法人︑観光団体などのほ

募集しています。今、会員になっていただくと、もれなく「市民研究員」になれます！

絆をつなごう

年に大平町から要 請

15

され︑﹃大平町経済活性化対策

平成

ラボの窓から

残念な がら 満足な 活動 もでき

か︑コーディネート役を努め

らブランド認定委員︑ 大平町
山麓交流拠点整 備実施計画策

る５名の
﹃人在マネージャー﹄

定会議ＰＦＩアドバイザリー

企業誘致審査委員︑太平山南
過日︑地元のまちづくり団

も育成されました︒
体が結集し︑﹃おおひら協働の

/email：gohmachan@hotmail.com

詳しくは…TEL&FAX：028-661-2485 郷間事務所方
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