


「学びのカフェ」物語

～ひとが変わり・まちが変わる～

広島県大竹市玖波公民館

河内 ひとみ
広島県大竹市立玖波公民館



第１章 住民同士の横のつながりを構築・・

第２章 地域課題を住民とともに学び考え・・

第３章 地域の人がまちを元気にする活動へ・・

学びのカフェ

地域ジン
學びのカフェ

地域ジン
まちカフェプロジェクト

※ 「地域ジン」とは「学びのカフェ」を受講した地域の住民

広島県大竹市立玖波公民館

第1章 ２年間

第2章 ３年目～

第3章 ４年目～



物語の舞台 玖波のまちと公民館

地
域
ジ
ン

學
び
の
カ
フ
ェ

西国街宿場町
白壁の美しい
歴史と癒しの町

現在 人口減少
高齢化
希薄化

玖波の人口
4,498人
男 2,096人
女 2,402人

昭和４９年設立 築４０年 公民館

敷地面積 1,036㎡ 2階建て鉄筋コンクリート

常駐職員 １名 広島県大竹市立玖波公民館



物語は５年前にはじまりました・・・
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第１章 「学びのカフェ」
H23
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公民館現状：固定客・貸館状態
：職員一人

↓
貸館からの脱皮・マンネリ公民館事業の改革

↓

「学びのカフェ」 おしゃれな空間

①

参加型
交流 ②

カフェ
タイム

⑤

フェイス
ブック・
ブログ

③

地域資源
の発掘

（歴史・文
化・人材）
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④

タイムリー
な題材

なぜカフェ？
→居心地がよくゆったりできる空間

自由に語り合うスタイルの活動
「公民館をイメージチェンジ！」



２０１１年

◎ 「ホテルマンによるテーブルマナー＆冷製パスタ講座」

◎ タイムリーな時事を斬る！「地震とは？放射能とは？」

◎ 歴史から学ぶ 人間学

◎ リンパセラピー 「秋のデトックス美人計画」

◎ 「魔法の石」 身近にある電子デバイスのしくみ

◎ 気分は、クリスマス！公民館ロビーコンサート

◎ クリスマス！「気品ある紅茶講座」

◎ 「夢をあきらめないで」太平洋１周ヨットオリハルコン見学

◎ 実演 美味しいパスタの技！ロビーレストラン

◎ 「気軽で楽しいワイン講座＆日本酒講座」

学びのカフェ実施一覧

２０１２年

◎ テディベア 着物リメイクで世界に発信講演

◎ ティーカップを学びながら「マイセン・ウェッジウッド入門」

◎ 夏の夕べ ロビーコンサート 地元の演奏家

◎ 活断層 大竹は大丈夫？地震に強いまちを提案

◎ 知っておきたい相続の基本＆日野原重明の１００歳の金言

◎ 「ふしぎ探検！くらしの中の右・左」めくるめく左右不思議ワールド

◎ 地理の先生の旅の楽しみ方「イースター島のモアイ像の謎」

◎ 「その時、歴史が動いた！幕末の人物像」

◎ ワインの匂いに誘われて～ワイン講座～

◎ カリスマシェフによるパスタの技！
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第1章 「学びのカフェ」成果

２年間継続（Ｈ２３年7月～Ｈ２５年６月）→定着
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・公民館のイメージが変わった
広報戦略（フェイスブック・ブログ リアルタイム発信）
おしゃれな学び空間の提供（ワクワク感 オシャレ感）

・住民のつながりの「土壌」ができた
参加・交流の「学びの場」の設定

・受講者（新規来館者）が増えていった

※ この段階では、まだ、
ＰＤＣＡサイクル機能は完全ではない
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第２章 「地域ジン学びのカフェ」
H25



仲間
意識

名刺

演題幕

アイデン
ティティ

テーマソングＣＤ

Tシャツ

地域ジン誕生！
共通の仲間意識 新しいコミュニティーつくりを目指す集団の愛称

知性と感性を共有 おしゃれ感

広島県大竹市立玖波公民館のぼり

うちわ

主体的



ＤＡＫＡＲＡ ＫＯＮＯＭＡＣＨＩＧＡＳＵＫＩ
だからこのまちが好き

玖波公民館「学びのカフェ」テーマソング 企画：地域ジンまちカフェプロジェクト

１. 生まれ育った このまちは 海の匂いが 似合うまち

玖波宿 白壁 うだつの家並み 歴史をたどる 西国街道

学びのカフェ まちカフェ みんなが集うまち

だから だから このまちが好き

２.  時代が流れた このまちは 遠い面影 似合うまち

酒蔵 めがね橋 行き交う玖波隧道 悠久の歴史 魅力がいっぱい

学びのカフェ まちカフェ 笑顔が似合う まち

だから だから このまちが好き

学びのカフェ まちカフェ みんなが集うまち

だから だから このまちが好き

だから だから このまちが好き



ＭＯＶＩＥ 地域ジン学びのカフェの講座の様子



「見知らんガイド」^_^;

～まちに向けて動き始める～
「ミシュランガイド！？」・・

「地域ジン」手作り「見知らんガイド」完成！
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“マップでめぐる「玖波グルメ」”



第2章 「地域ジン 学びのカフェ」成果

・ネットワークが広がった

企業、自治会、学校など多くの団体と連携・協力

広島県大竹市立玖波公民館

・PDCAがまわりはじめた

公民館と「地域ジン」の信頼関係による｢振り返り(C)｣

・地域課題への関心が高まっていった

「地域デビュー」入門→計画→実践の連続講座

男性の受講者が増えていく



第３章 「地域ジンまちカフェプロジェクト」
H25～
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「まちカフェ」 レトロ体験イベント

②地元の講師 ふるさとリレー講演会
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③新名所「うだつストリート」 散策

④マップ片手に！レトロファッション！

⑤古民家にて蓄音機コンサート

①ふるさとお宝写真館



MOVIE
まちカフェ
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MOVIE まちカフェの様子



「地域ジン中学生」誕生

～「まちカフェプロジェクト」に参画～

「私たちも地域ジンの一員」

自主的にプロジェクトに名乗り出る！
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地域連携「玖波スクラム」

学校

公民館

地域



第3章 「地域ジンまちカフェプロジェクト」成果

・まちの良さを再発見（歴史・文化・人材）

レトロマップ完成
新名所「うだつストリート」誕生
空き古民家の活用（まちカフェ）
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・学校と地域のつながり多世代交流へ

・地域まるごと巻き込み ３００人参加！



物語のまとめ
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「学びのカフェ物語」の成果

・自主事業参加者の増加
[目標1,000人] 年間

・事業におけるネットワークの構築
（協力・連携団体数 21団体）

[目標10団体] 

・情報の積極的発信 達成
[ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ ･ﾌﾞﾛｸﾞ更新 365回以上] 

２２０
人

1,879
人６４０

人

Ｈ20 Ｈ23 Ｈ25
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2,286
人

Ｈ26



「学びのカフェ物語」の波及

・公民館が核（ブレないスタンス）
地域課題発見→解決
地域のネットワーク生まれる
地域住民を主体とするまちづくり

地域ジン誕生 自分の役割

・地域の新しい担い手が育つ土壌となる
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「ひとが変わり、まちが変わった」

まちの人々に 「自信」 と 「誇り」 を もたらした・・・

・ふるさとを愛する心が芽生え まちが輝いた



物語は続く・・・・
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