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１．趣 旨 

 私たちが、日々生活している街。この街は、一見静かで、何も問題がないように見受けられ

ます。 

 しかし、私たちが今日にいたるまで築きあげてきた文化は、一方では生活を豊かにしてきま

したが、他方では環境汚染にみられるように、あらゆる生命をおびやかすものになってきてい

ます。また、それにつれて、私たちの心も物の豊かさに反比例するように、ほかの人々を排除

したり、心を理解するゆとりが失われがちになったりしてきています。 

 こうした現状をふまえて「地域の問題は地域住民の手で」をひとつの合言葉に、さまざまな地

域の問題をとりあげて活動している団体・個人の自発的参加によって、「雑居まつり」を企画し

ました。まつりは、そこに参加するすべての人々が楽しみを分かちあうとともに、お互いの生活

や思い、そして地域社会全体にかかわる問題を語りあい、自分たちの今の生活を問いなおす

きっかけにしていきたいと思います。さまざまな企画を通して、お互いの問題を理解しあえるよ

うに、私たちは、私たちなりの表現で、まつりを創りあげていきます。 

 それぞれの問題をかかえた人々が、まつりを通してつながりを深くしあい、ともに生きる地域

社会をめざしたいと考えております。この輪のひろがりこそ、「雑居まつり」の最も大切にしてい

きたいことなのです。地域の皆さまの積極的なご協力、ご参加をお願い致します。 
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２．日 時 

２０１０年（平成２２年） １０月 １０日（日） 午前１０時より午後４時まで 

〔上記日程が荒天の場合、１０月１１日（休日）の同時間とする〕 

 

３．場 所 

世田谷区立羽根木公園 

 

４．主 催 

第３５回雑居まつり実行委員会 

 

５．後 援 （申請予定） 

 世田谷区（窓口 生活文化部区民健康村・ふるさと交流課） 

 世田谷区社会福祉協議会 

 世田谷ボランティア協会 

 

６．事務局連絡先 

  〒１５４－００２１ 

   世田谷区豪徳寺 １－４１－６ 地域ボランティア活動センター内 

   第３５回雑居まつり実行委員会 

   ＴＥＬ兼 FAX ０３－３４２８－４８９１ 

    連絡用携帯  ０８０－３３１０－３３９３ 

    URL http://zakkyo.blog133.fc2.com/ 

 

７．役 員 

 

 ◎実行委員長 辻  美絵 （フリースクール僕んち） 

 

 ◎副実行委員長 各広場の責任者 

 

 ◎世話人 天野  房子     （泉の会世田谷支部） 

        碓井  英一 （ＮＰＯ世田谷ミニキャブ区民の会） 

小佐野  彰     （「自立の家」をつくる会） 

及部  克人     （武蔵野美術大学教授） 

興梠  寛      （世田谷ボランティア協会） 

澤畑  勉 （せたがやチャイルドライン） 

根本  善之     （世田谷市民運動 いち） 

宮前  武夫     （世田谷ボランティア連絡協議会） 

 ※ 〈世話人の役割について〉 

雑居まつりをつくりあげていくうえで、実行委員会の要請に応じ、世話人会を組織し、 

雑居まつりにかかわる問題について、それぞれの分野で指導及び助言する。 

 

◎会計監査    伊藤  万季 （羽根木プレーパーク） 

尾澤  和美   （生活クラブ運動グループ世田谷協議会） 
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８．事務局員 

 

◎事務局長       松崎  史織 （所沢市学童クラブの会） 

 

◎事務局次長  佐藤  有樹 （フリースペースたまりば） 

増川  邦弘 （ピナツボ復興むさしのネット） 

松崎  貴子 （雑居まつりを支える会） 

 

◎企  画  大西  直樹 （雑居まつりを支える会） 

               小澤  考人 （雑居まつりを支える会） 

   川上   友也 （雑居まつりを支える会） 

小林   正典     （雑居まつりを支える会） 

澤畑  充穂 （世田谷ボランティア連絡協議会） 

澤畑   結     （世田谷ボランティア連絡協議会） 

重松  奈緒 （雑居まつりを支える会） 

関口  拓也     （船橋便利堂） 

野沢  ―志 （世田谷ボランティア連絡協議会） 

細川  智惠子 （雑居まつりを支える会） 

政     晴美 （雑居まつりを支える会） 

柳沼  伸治 （雑居まつりを支える会） 

若松   千鶴子   （個人） 

 

 ◎広  報       小日向 亮輔  （ZAKKYO.NET） 

近藤   浩     （世田谷ボランティア連絡協議会） 

         橘    直之    （雑居まつりを支える会） 

 

 ◎渉  外        市川   行康     （ドロップ イン センター） 

澤畑   勉     （せたがやチャイルドライン） 

                

 ◎会  計       吉田   朋子    （雑居まつりを支える会） 

 

 ◎記  録        小柴  紀子  （雑居まつりを支える会） 
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９．内 容 

 

 「雑居まつり」が毎年動き始めるのは、５月の連休明けあたり。まず発起人会を開き「雑居ま

つり」を行う呼びかけをし、実行委員会で日時や場所を決定します。以後、５回くらいの実行

委員会を重ね、自分たちの手で「まつり」をつくりあげていきます。その中で、そこに集まった

人や団体が交流を深めることができます。 

 当日は各団体の活動の発表や活動資金集めのためのバザー・模擬店が立ち並び、立ち寄

られた来場者の皆さんと楽しく言葉を交わします。そして自然な会話の中で、各団体の主張

が伝えられていきます。 

 また、羽根木公園内の利用できるスペースが分れているため、昨年は９の“広場”をつくりま

した。“広場”は構成する団体の個性を活かす形で、それぞれ独自の取り組みをもって「まつ

り」全体を盛り上げます。 

 以下に９の広場（全９３団体）を紹介します。 

 

①みなこい横丁（５団体） 

 

 “みんなこいこい、よってこい”のキャッチフレーズでおなじみの「みなこい横丁」。いろんな考

えや立場のグループが軒を連ねるごった煮横丁。でも、ただ集まりさえすればいいってもんじ

ゃない。それぞれが自分たちの活動をもっと大きく育てるために、新しい出会いを求めてやっ

て来る。そんな筋金入りのグループがごったがえして、どんな味を創り出していくのか？ 

 まずはこいこい、よってきて…。そんでもって味わって！ 

 

和泉歩こう会、サークル 出会、３友会、地域活動支援センター 若草の家、裏千家淡交会東

京第６東支部 

 

②核と戦争と暮らしを考える広場（１３団体） 

 

 罪なき人々の頭上にサクレツした広島、長崎の悲劇を再び繰り返さないために、平和の問

題を訴えたり、消費者問題など、“いのち”の大切さを共に考えたいという願いの中で、パネル

展示や舞台での表現を中心に、まず知ってもらおうとガンバッています。 

 

女は戦争への道を許さない世田谷集会、脱原発 さぎ草会、世田谷区立小学校給食研究会

調理士部、世田谷市民運動・いち、生活クラブ運動グループ世田谷地域協議会、世田谷同

友会、グループ水俣、吉川町と手をつなぐ会、障害児を普通学校へ・全国連絡会、普通学級

で障害児を受けもつ担任と親の交流会、Ｓａｖｅ ｔｈｅ 下北沢、原水爆禁止せたがや市民会

議、「国民総背番号制＝住基ネット」に反対する世田谷の会 

 

③ふれあい通り（１８団体） 

 

 いろんな問題を理解してゆくには、まず人と人とのふれあいが大切です。障害を持った人た

ちや、それにかかわる人たちが、それぞれのパフォーマンスで語りかけてきます。 

のんびりとした雰囲気の中で、たこ焼きやポップコーンでも食べながら見回してください。舞台

からの声にしばし耳をかたむけたり、手話の講習を受けたり、いろんな団体の紹介のチラシを

読んだり…。 
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 じっくりまわると、ちょっぴりいつもと違った発見があるかもしれませんよ。 

 

おもちゃの図書館 代田おもちゃライブラリー、菓子工房、サマーキャンプ実行委員会、手話

サークルたんぽぽ、手話サークル輪の会、ＮＰＯ青少年の心を育てる会、ＮＰＯ世田谷区聴覚

障害者協会、ＮＰＯ世田谷ミニキャブ区民の会、東京ろう重複者とあゆむ会、ＮＰＯハンズ世

田谷、ボーイスカウト世田谷２４団、立正佼成会世田谷教会北沢支部、ＮＰＯわんぱくクラブ

育成会、守山小学校リサイクルバザーの会、良工房、北沢民主商工会、世田谷福祉住環境

コーディネーター研究会（せたふく）、ＮＰＯ自立の家 

 

④ゆかいなまち（１０団体） 

 

 あそんだり、わくわくするのに年齢制限あり!?  そんなのあるわけないよね。とりあえず、楽し

けりゃ何でもやってみようよってのが、ゆかいなまち。だから楽しいのは、もしかしたらおまつり

当日だけじゃないかもしれない。もちろん、当日は盛りだくさんのわくわくに、あっちからもこっ

ちからも囲まれちゃう。おわやさんで食器をかりてぶらつけば、きっといろんな味に会えてしま

うし、カーニバルで仮装して踊りまくれば、みんな笑顔になっちゃう。思い出し笑いだけじゃな

くて、思い出しわくわくまで持ち帰れてしまうから、子どもから大人まで、みんなにお得な広場

なんだよね。 

 

大きな木保育園父母会、大きな木保育園親子リズムの会、子育て支援グループａｍｉｇｏ、劇団

風の子・風の子保育室ＯＢ会、自主ようちえん“ひろば”、プレーパークせたがや・烏山プレー

パーク、スペシャルオリンピックス日本・東京、アウトリーチ、羽根木プレーパーク、フジキ保育

室 

 

⑤農の広場（３団体） 

 

「農」とは、農業＝産業ではなく、生活、文化など人間の営み全てをひっくるめたものです。大

都会･東京では、わきに退けられてしまった「農」をクローズアップし、改めてとらえなおし、取り

戻そう、ということでこの広場ができました。農民と市民が手をとりあって、大いに楽しもうと思っ

ています。 

 

ＬＬＰ源流きらり川崎、ＬＬＰ小菅きらり、くりちゃんの店 

 

⑥アジア・アフリカのまち（７団体） 

 

 まちにはアフリカの太鼓が鳴響き、ストリートでは人が踊り狂う。ちょっと横に目をそらせば、

そこはアジアのマーケット。バングラディッシュやフィリピンの民芸品からアフリカのお料理まで。

そこはまさにリトルアジア・リトルアフリカ。 

 こんな魅力的なまちが雑居に生まれました。 

 

サイディア・フラハを支える会、第３世界ショップ、地球雑貨・ふろむあーす、北朝鮮人道支援

ネットワークジャパン（ハンクネット・ジャパン）、エヌ・ハーベスト、アルカディア計画、ケアリング

フォーザフューチャーファンデーションジャパン（ＣＦＦ） 
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⑦神戸発ぼちぼち村（４団体） 

 

 淡路阪神大震災によって、家や建物や道路等の町の形と共に、そこに在ったたくさんの人

の営み、様々の人間関係、そしてその全体としての町の暮らしが失われました。人の生命や

心をも大切にした復興活動を支援しつつ、様々な立場の人と人、地域と地域がお互いに助け

合い、理解し合うことのできる社会、安心して人が生きていける社会、に向けて改めて問い直

し、考え、模索していきたいと集りました。 

 

けやき学級＆ちびくろ救援ぐるうぷ関東ネット、神戸をわすれない・せたがや、フリースペース

たまりば、サポートステーションさいとう 

 

⑧この指とまれの広場（８団体） 

 

『みんなみんなこの指と―まれ！』と、この指にとまったみんなで始まった広場です。 

元気なおじちゃん、おばちゃん、若者のいる元気な広場です。どうぞあそびに来てください。 

『出会い』『ふれあい』『語り合い』多くの皆さんのご来場を心よりお待ちしています。 

 

ケアーセンターふらっと、船橋便利堂、ピーターパン、フリースクール僕んち、せたがやチャイ

ルドライン、ＮＰＯこども劇場せたがや、社会福祉法人 世田谷ボランティア協会、やりたいこと

ネット 

 

⑨全国からの広場（１４団体） 

 

 そして、最後はこの広場。雑居まつり当日の各団体が行えないような雑用を引き受けていま

す。いうなれば、雑居まつりの裏方の広場。迷子のお世話、落とし物の対応、場内整理から、

雑居グッズの販売まで…。困ったこと、分からないことがあったらこちらまで。 

 

ＮＰＯあるきんぐクラブネイチャーセンター、ボランティアサークルうんどうぐつ、かしの木工房、

おからや、ふぞろいのキウリ達、世田谷ボランティア連絡協議会、国際福祉支援作品交流ネ

ットワークぶりっぢ、社会福祉法人めぐはうす共同作業所まごの手便、社会福祉法人めぐはう

すめぐはうす地域生活支援センター ＭＯＴＡ、ドロップ イン センター、こまえチャイルドライ

ン、ソーシャル・パートナーズ～ともに生きる会、ぐるうぷ温、日本シーバルク協会 

 

⑩その他（本部関係・ステージ関係）（１１団体） 

 

世田谷区明るい選挙推進協議会梅丘ブロック、クルゼイロ・ド・スウル、ＴＨＥ ＢＲＯＣＫ ＢＡ

ＮＫ、風鼓の会、ビッグアンサンブル「ＤＯ」、下北沢成徳学園、末森 樹、高次脳機能障害者

の自主グループ「コージーズ ｋｏｚｙ‘ｓ」、水俣世田谷交流実行委員会、ＴＥＸ＆ＳＵＮ ＦＬＯ

ＷＥＲ ＳＥＥＤ、ＺＡＫＫＹＯ．ＮＥＴ 
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１０．会場図 

 

※A～Ｉが前回使用した場所です。 

今回の使用場所については実行委員会で協議中です。 

 

☆最寄り駅 

 小田急線 梅ヶ丘駅下車 徒歩３分 

 井の頭線 東松原駅下車 徒歩５分 

 

 

 

 

 

 

A､ ふれあい通り 
B､ みなこい横丁 
C､ 核と戦争とくらしを 
        考える広場 
D､ ゆかいな街 
E､ 全国からの広場 
F､ アジア・アフリカのまち 
G､ 神戸発ぼちぼち村 
H､ この指とまれの広場 
I､ 農の広場 
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この「宣言」は、主催する各団体の総意としてまとめられ、 

            すべての区民に対して発せられるものです。 

 

 

『雑居まつり宣言』 

 

      地域は、生活を営む最も身近で小さな社会集団である。 

      地域は、コミュニケーションの中からお互いを育て、助 

      け合い平和を愛する心を育てる。 

      地域は、共通した問題や願いを語り、その解決・実現に 

      向かって行動するエネルギーを生む。 

      地域は、最も生活に密着した文化を形成する源である。 

       私たちは、「地域」をこうとらえ、その「地域」で活 

      動する団体によって構成される「雑居まつり」に次のよ 

      うな思いをのせ、これを『雑居まつり宣言』とする。 

 

    １．私たちは、このまつりに自由意思により、主体的に参加します。 

    １．私たちは、思想信条をこえて語り合い、手をつなぎ合い、この 

        まつりを準備していきます。 

    １．私たちは、生活者としての市民の立場で連携を広め、社会や環境、 

        平和を考えます。 

    １．私たちは、このまつりで生命あるすべてのものたちに向けて、 

        有形無形のメッセージを表現します。 

 

                      第３５回雑居まつり実行委員会 

 

 

使い捨て食器を極力使わないようにしたい 

 だから…  食器を持ってご来場ください 

         お皿、コップ、おはしなど 


