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特定非営利活動法人１万人井戸端会議

代表理事 / 那覇市繁多川公民館 館長 南 信乃介

〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川4-1-38

Ｔｅｌ：0989173448 email:10000idobata@gmail.com

西原町中央公民館 再整備プロジェクト

中央公民館が新しくなる！？
みんなでいいもの作りませんか





開催趣旨と公民館のしあさって

「西原町中央公民館を再整備し、『新
たな交流・賑わいの拠点』に生まれ変
わらせるための検討を進めています。

新たな交流・賑わいの拠点に備える機
能・役割等を整理する～」



今日のながれ

■自己紹介
■「新たな交流と賑わい」と公民館の果たしてき
た役割は何か？

■愛着と誇りを育む 地域の資源、人、仲間とは
■エピソード
■エジプトの公民館活動から見える
公民館の良さ
■ワークショップに向けて
公民館のしあさってを考えよう



沖縄 那覇市
ＮＰＯ法人1万人井戸端会議

指定管理 那覇市繁多川公民館

当法人のミッション
すべての人々に対し、1万人規模(生活圏)

で社会教育を通した持続可能な地域社会
の仕組みをつくり、その事例で社会に貢献
する。



那覇市の公立公民館の一つ

• 那覇市教育委員会管轄の7館のうち2館が指
定管理。

• 繁多川公民館の範囲は、自治会42、小学校3
校、中学校4校と連携して事業を進める社会
教育施設です。居住人口約10万人。

• スタッフ６名



高校・大学
後悔しない生き方を。

、離れるほど高まる沖縄への想い。

京都精華大学環境社会学部。

９．１１テロが起きる。沖縄の観光が成り立たな
い。

１年間沖縄県大宜味村に住み込み調査。

持続可能なライフスタイル、働き方とは？

「持続可能な地域社会の仕組みづくり」を
ミッションに入れた公民館運営の背景



卒業後、農業へ

農が持つ、昔ながらの営みにこれからの世界を
作るヒントがある。暮らしを創っている人から
「大切にしていきたいもの」を自分に取り込むた
めに。

でもそれってどんな仕事？
やりたいことで食べてくのは無理なのか？



観光業から社会教育へ

アルバイトで入ったＮＰＯ法人が運営する公民
館。

地域の人から話をきく講座。みんなが自分たち
の地域を大事にして、誇りにしている。

地域活動×持続可能な地域づくり×農業×表現活動×観光×公民館



私が聞いた公民館のイメージ

• ほとんど開いていない。

• 特定の人だけが使っている。

• 警備の方がいて運営している。

• 部屋を借りることができる。

• 何をしているのかわからない。



そもそも公民館って
何でできたのだろう

1954 小和田武紀著 監修 寺中作雄



全国に約１４０００館

日本の市民社会を形成
してきた社会教育



公民館は実際生活に則する教育

• つまり西原町の今と未来を見据えて

• 町民のための暮らしを支え、暮らしをよりよく
していくための活動なら

できないことはほとんどない



エピソード１ 人がつながること、情報が集まり、
地域資源を活かしあえる基盤



地域の聞き取りから始まった取り組み（繁多川見聞録）
楽しく広がるまちづくり「あたいぐゎープロジェクト」
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１０粒の在来大豆（青
ヒグ）からの始まり



楽しく広がるまちづくり
住民が自主的に農具の復興と文化財指定
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ニクブク・クルマ棒



地域の動き１ 地域行事の復活
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若水汲み

カーヒラシー



すぐりむん認定
繁多川自治会から公
民館へ相談

役立ちたい自分を地域・学校で発
揮できるしくみづくりへ

「今まで取った免許は、自分で勉強すれば取れた。この認定は、地域に根差し
て頑張り、さらに地域に認められないともらえないものだ。今まで取ったどの免
許よりもうれしい。」

https://www.youtube.com/watch?v=58VAOc2pL7Y


あたいぐゎー手づくり市

• 市民が主体→地域課題へ

義援金￥334,622

岩手県宮古高校
ラグビー部

宮古市青年団体
にてプール金

チャリティーバザー

岩手県産品販売元金

継続した支援
の存在が、地
元を勇気づ
けている。

３．１１の震災後、「何か出来る事はないだろうか」と

あたいぐゎープロジェクトが企画・主催。



小学校先生
「大豆の話をすると、クラス全員が集中するんです。」
「私たちだけでは、絶対にできない。」

児童
「大豆が今ある事がすごい！」

あたいぐゎープロジェクトの事例から
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子どもの居場所事業に波及。
食材を作って関わる人
一緒に料理を作って関わる人
余った野菜・バザー品を購入して関わる人がいる。

あたいぐゎプロ
ジェクトから野菜

提供

あたいぐゎープロ
ジェクトの大豆が
パン屋さんへ

青ヒグパンの売り
上げから居場所
づくり資金へ

野菜以外の食材
購入



キャリア教育、平和学習



舞台演劇「島守のうた」
栃木公演2022年冬、夏開催



繁多川が注目される資源

世界で類を見ない住民を巻き込んだ地上戦をした沖縄戦。
戦時における住民に寄り添った行政の在り方、リーダーの
在り方から平和について考える最適な地。中でも、最後の
市町村長合同会議を開いた繁多川公民館近くにある県庁
警察部壕には多くの関係者やマスコミが訪れる。



繁多川豆取祭 マーミフェスタ



足元を見よ そこには泉あり
ここにしかない資源

世界の中でも長寿国、日本。その中の長寿県沖縄。健康
を支える代表的な食文化に島豆腐がある。島豆腐の名産
地、那覇市繁多川は世界の健康と長生きのヒントを提供
できる。

英国 ＢＢＣテレビ シェフ ジェイミーオリバー
ディスカバリーチャンネルなど海外からの取材



公民館では営利活動はできない？
地域外の活動はできない？



エピソード２ 事務所が占拠される
教えない、共に歩む関係



エピソード３ ありがとうの地域パワー

問題行動で停
学・停学小屋

へ

度重なる定
額・退学か在
学希望か

在学希望なら
学校外での１
週間の社会奉
仕。

停学小屋復帰

在学への意欲が
見られ課題をク
リアしたらクラス
へ



支援する人される人
サービスを提供する人される人
公民館はどう向き合う？

• 利用者「部屋が散らかってしまいました。」

• 利用者「ゴミがたくさん落ちてたよ」

• 子ども「お腹すいた…あまりご飯も食べれてい
ない」



目的がない、出会いの面白さ

• サークルで来る人

• 広場で草の手入れをしてくれている人

• 打ち合わせでやってきた企業の人

• 事業で使った衣装の整理

• 相談で窓口にやってきた市民

• インターンでやってきた学生

そこにいることでレッテルを張られない。
そこにいることで誰もが認められる。
そこにいることのすばらしさを共に高めようとする平等な出会い、声掛け。
だから響く だから変わる だからよりよく生きようとする



私の思う公民館の館への考え方

最小の公民館は、館長が公園でゆん
たく。

公民館活動は、定めた地域全域。公
民館職員が歩くところ、行くところ公民
館的活動が随時展開。公民館はあく
まで社会教育の最も推進する拠点の

ひとつ。



自ら学び考える市民グループ 例

あたいプロ
ジェクト

すぐりむん認
定

ハンタガー島
くとぅば会

夏休み特別
企画(８サー
クル)

識名園友遊
会

真和志地区
自治公民館
長連絡協議
会

キバナノヒメ
ユリ里親

グリーンクラ
ブ

Ｊｒボランティ
ア

もちつきボラ
ンティア

まちマップサ
イト登録サ
ポーター

かりゆし友の
会

上間自治会
ハイファー棒
復活グルー
プ

石田中校区
成人式実行
委員会

繁多川自治
会100周年記

念誌編集委
員会

自主保育
サークル
taimil

ハンタガー
ちゅらくなす
ん会

識名園三線
教室

いどばたごは
んサポーター

お仕事せん
せい企業グ
ループ
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近所の絆で切り拓く防災と福祉



プログラムのない子どもも大人も遊ぶ場



コロナ禍での支
え合い
普段の地域資源が
活きた



子育て世代の居場所

「コロナ禍の子ども地支援者地域円卓会議」2021.4.9
コロナ禍の孤立により、低年齢ほど後々の成長に影響が大きくなるかもしれない。



豊かな価値観を創出する
すぐりむん

問題×問題＝すぐりむん

コロナ禍で外出自粛 × 学校休校 ＝ すぐりむん 家族でご飯づくり

コロナ禍で外出自粛 × 運動不足 ＝ すぐりむん発信 地域まーい

感染リスクがあり飲食できない×集えない ＝ 屋外でのテイクアウト喫茶



コロナ禍での公民館運営 実際

• オンライン動画

ちむぐくるに乾杯
https://www.youtube.com/watch
?v=zwMh-6qpHMQちむぐくるに乾
杯 第1回 字指定文化財 -
YouTube

2020.08.11 琉球新報

公民館×包括支援センター

https://www.youtube.com/watch?v=zwMh-6qpHMQ


公民館に求められていると感じる事

• 若者の力を真ん中に(働き盛り若手アクションチーム作り)

• 「公民館があるから私たちは元気でいられる」

不安を人のつながりで新しい価値感を創出する社会教育

• 公民館でコロナ感染者は完全には防げない。対応も学び続ける。

• 公民館を利用していない人の孤立を防ぐ取組、ネットワーク



エピソード インクルーシブ



寄り道しよう
地
域
の
未
来
像

時 間

関わる
人のモ
チベー
ション



はんたがわ劇場など出会いの部分

モハメッド・アブデルミギード・サイード氏

5年前の沖縄での出会い
「アラブの春後、エジプトには公民館が必要です。」

企画から関わってもらった講座
はんたがわ劇場、ハラール講座等

通訳・アドバイザー

沖縄国際大学 エルサムニー先生



エジプトにどんな公民館が？
場所があればいいのか？

トヨタ財団同期の西山氏

国際交流基金の支援を得て

いざエジプトへ



歴史・文化・社会状況



ＰＭＥＣ訪問 アムル氏
「日本は日本のためにも見本であってほしい。」



2020年 エジプト カイロに
公民館ＯＰＥＮ



オンラインでの学び合い
すぐりむんが格差を埋めていくのでは



エジプトに求められる拠点とは

・ギドさん「つどう・学ぶ・つなぐ」＋協力・実現

実現とは成果が見えること、自分の価値が

上がったことが実感できること。若い人のス

タートアップになれること。

・視察先「女性や子どもたちが活動できる場」

・自分たちで社会をよりよくできるという自信を

持てる場、実感を積み重ねることのできる場

・「日本の教育」という信頼、クオリティ

・ｗｉｎｗｉｎの関係



公民館は地域課題を解決する？

個々人のより良い生き方を模索する主体性を
はぐくむ

地域をよりよくしたいという自治意識をはぐくむ

その力は、地域の困りごとにどのように作用す
るのか。孤立、貧困、教育、福祉、まちづくり。





西原町ではどうする？

どんな場所であってほしい

どんな機能がほしい

どんな人がどのように出会えたらいいのか

想いを実現するための工夫、ソフト面ハード面



• 那覇市繁多川公民館
(hantagawa-
kominkan.com)

• Ｗｅｂサイト 公民館のし
あさって

http://kominkan.world/

公民館のしあさってを一緒に考えよう

http://www.hantagawa-kominkan.com/
http://kominkan.world/

