2

地域通貨事務局
〒573-0042
枚方市村野西町5-1
サプリ村野2F

今 後 は 課題 解 決 の議 論 こ そが 必 要
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ボラ ンティア が『いっ
ぽ』 を受け取 ることに
よっ てその活 動が社会
に認 められた という意
識で やりがい を持つよ
う に な っ た こ と であ
る」というこ とでした 。
また 、「地域 への認知
度を 高め具体 的な助け
合い の関係を 構築して

▼こ の特区
とは 、「地
域通 貨」を
発行 する場
合に 前払式
証票 の規制等 に関す
る法 律の事前 登録要
件の うち、① 資本要
件（ 資本又は 出資の
額） が一億円 （使用
範囲 が一市町 村に限
定さ れている 時は、
一千 万円）以 上、②
かつ 資産の合 計額か
ら負 債の合計 額を控
除し た額が資 本また
は出 資の額の １００
分の ９０以上 、を課
さな いとする もので
す。 ▼寝屋川 市や吹

いく こと」が 今後の課
題と のことで す。
今 回は地域 通貨の問
題点 や課題が 浮き彫り
にな ったフォ ーラムで
した が、もは や課題の
分析 に留まら ず有効な
具体 策や解決 策を議論
する 時期に来 ていると
いえ ます。

田市での事例に よ
り、 まちづく りの推
進や 地域福祉 の充実
など を目的と したボ
ラン ティア活 動等を
通じ 、地域経 済の活
性化 および地 域住民
相互 の交流の 促進が
見込 まれたた め、平
成 年 月か ら全国
展開される予定 で
す。 ▼事務局 では他
の地 域通貨の 情報も
参考 にしなが ら、み
なさ んと一緒 に、よ
りよ い地域通 貨「ひ
らり 」を目指 したい
と考 えていま す。今
後と もよろし くお願
いし ます。

4
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き』 の使用期 限に拘る
こと なく、助 け合い、
お買 物などが 自由にで
きる ようにな り、流通
が促 進された こと。個
人会 員に加え て団体会
員が 増えて積 極的に利
用す るように なったこ
と」 などの報 告があり
第
第２
２回
地域
域通
通貨
貨フ
フォ
ーラ
ラム
開催
催
回地
ォー
ム開
まし た。そし て今後の
課題 として① 活動会員
の意 欲喚起の ための商
店の 参加促進 ②市民へ
が、 何のため に地域通 が認 可された ことによ の呼 びかけ③ 運営経費
貨を やるのか という理 る効 果として 「『げん の確 保など、 地域通貨
念の 再確認が 必要であ
が 共通して
るこ と、②誰 にでもわ
抱 える問題
かり やすくし て楽しい
点 が指摘さ
理 解 を 広 げ て い くこ
れ ていまし
と、 の 点が 提起され
た。
まし た。
次いで小
第 ２部では 、地域通
林 さんから
貨「 げんき」 と「いっ
同 様に特区
ぽ」 の取り組 みについ
認 可を受け
て、 それぞれ （特活）
て いる「い
地域 通貨ねや がわの理
っ ぽ」につ
事長 ・三和清 明さんと
い て「最大
（特 活）友ー 友の代表
の 喜びは友
理事 ・小林房 子さんが
ー 友組織が
報告 。
三和さ んからは 、
パ ワーアッ
昨年 ３月に「 前払証票
プしたこ
法」の特区
（ 解 説参照）
と 。それは

「 地域通貨 フォーラ
ム
大阪」 実行委員
会が 主催の「 第２回地
域通 貨フォー ラム
大阪 」が昨年 月 日
（月 ）に大阪 市中央区
の社 会福祉会 館で開催
され ました。
第 １部の基 調講演で
は（ 財）さわ やか福祉
財団 の鶴山芳 子さんか
ら「 地域通貨 の現状と
課題 」という テーマで
「時 間通貨」 の解説と
その ケースス タディの
紹介 がありま した。そ
して 今後の課 題として
①地 域通貨は 流通する
こと が目的化 している
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解説
解説

毎月
回、牧野
生涯学習
市民セン
タ ー で
「ひらり
中国語の
会」が開
かれ、講
師へのお
礼に感謝
の気持ち
を込めた
「ひらり 」
が使 われてい ます。そ
の講 師を務め るのが楠
葉 在 住 の 原 田 真 次さ
ん。 商社マン の彼はパ
ソコ ン指導の ボランテ
ィア 経験もあ り、人の
ため に何かを したいと
いう ことで「 ひらり」
の会 員に登録 をしまし
た。 毎月 週 間ほど中
国に 出張する 忙しい合
間を 縫って、 この中国
語講 座を開い てくれま
した 。
彼 は 国 土 交 通 省の

話し ているよ うに見え
てき ます。
こ こにはテ レビ講座
や多 人数の講 座にはな
いマ ンツーマ ンの良さ
があ り、そし て発音に
自信 が持てる 授業を受
ける ことがで きます。
現在 の受講者 は５名。
まだ 人数に余 裕がある
そう です。中 国語に興
味関 心をお持 ちでした
ら実 践的な「 ひらり中
国語 の会」が お勧めで
す。

三 面へ 続く

"

英語 の発音記 号にあた
る「 ピンイン 」を徹底
的に 覚えるこ とによっ
て漢 字が読め るように
なり 、その結 果、自然
に言 葉（単語 ）が増え
てい くと原田 さんは話
して います。 だからこ
そ、 複雑で微 妙に異な
る発 音ができ るまで丁
寧に 指導する ことに重
点を おいてい ます。そ
の様 子は、あ たかもネ
イテ ィブの先 生のよう
で、 不思議に 中国人が

"

す。
授 業は中国 語の発音
が大 変難しい ため、そ
の練 習を中心 に行われ
てい ます。中 国語には
口の 形、舌の 使い方、
唇の 動かし方 、有気音
と無 気音の使 い分け、
声調 （抑揚の 変化）な
ど日 本人には うまくで
きな い発音が いっぱい
あり 、しかも 、それら
の違 いを聞き 分けなけ
れば なりませ ん。発音
を繰 り返し練 習して、

ネー ターがト ールペイ
ント でそれを 作ること
を提 案しまし た。
そ して、長 年トール
ペイ ントを学 び、自ら
もい ろいろな 作品を制
作し ている会 員を紹介
し、 両者の了 解を得て
掃 除当番札 づくり
が始 まりまし た。写真
のよ うに、玄 関先に掛
ける と見た目 もきれい
でお しゃれ。 「これな
らば 掃除当番 を忘れる
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れを 辞めて「 ひらり」
の会 員として 障害児の
送迎 に協力し てもらっ
てい ます。し かし、
さん にとって サービス
の提 供をする ことはあ
って も、自ら がそれを
受け るような ものがあ
りま せんでし た。しか
し、 ある時、 町内会の
掃 除当番札 が味も
素っ 気もない ことに気
づき 、何とか できない
か と 考 え て い た とこ
ろ、 それを聞 いた地域
通貨 事務局の コーディ

"

掃除当番札をトールペイントで
ちょっと
珍 しいサー
ビ スのやり
と りをご紹
介 します。
牧 野在住の
さんは、
か つて保母
さ んをして
いました
が 、今はそ

A

1
「通 訳案内士 」の有資
格者 。そのホ ームペー
ジに よると「 通訳案内
士は 、報酬を 受けて、
外国 人に付き 添い、外
国語 を用いて 、旅行に
関す る案内を する」こ
とが できる資 格で、そ
の修 得には国 家試験に
合格 しなけれ ばなりま
せん 。語学に 堪能だけ
では なく「日 本地理、
日本 歴史、
産 業、経済、
政治 及び文化 に関する
一般 常識」に も精通し
て い る と い う こ とで

"

授 業 のお 礼 は 感謝 の「 ひ ら り」

通訳案内士が講師の
通訳案内士が講師の
「ひらり中国語の会」
「ひらり中国語の会」
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わざ わざ 時 間冷蔵庫
で寝 かせてジ ューシー
でふ わっとし た餃子に
仕上 げていま す。この

さ らに材料 を皮に包
んだ らすぐに お客さん
に出 さず、材 料のおい
しさ を引き出 すために

なる そうです 。「ひら
り」 のよき理 解者であ
り支 持者です 。
京 阪電車宮 之阪駅か
らイ ズミヤの 方に向か

り」 の ボラ ンティア
をし た など いろいろ
な 裏 書 の 内 容 を 読む
と、 ひじょう に嬉しく

業時 間は午前

密接 な打ち合 わせが行
われ 、ここで も新しい
人と 人とのつ ながりが
生ま れました 。もちろ

ん。 「ひらり 」を使う と依 頼者の さん。
お客 さんは若 い人も含
掃除当番 札 づく
めて 多数来店 している りに 当たりコ ーディネ
との こと。彼 は「ひら ータ ーを含め て三者で

た。 冬場は信 州産の減 でな くお店の メニュー
二 面から の続 き
農薬 キャベツ が餃子に 全般 に及んで いること
適し ているそ うです。 はい うまでも ありませ こと もないで しょう」

ひと つひとつ の味が違
うと のこと、 その中か
ら甘 みのある おいしい
キャ ベツだけ を選りす

よう に手の込 んだ手順
を経 ているか らこそ、
多く のお客さ んの満足
と支 持を得て いるわけ
が理 解できま した。も

協賛
賛店
店訪
訪問
問（
（２
２）
） 《
《海
海鮮
鮮餃
餃子
子北
北京
京》
》
協
協
訪
２
《
鮮

協 賛店訪問 第２回目 に入 り、以後 、餃子の
は、 ジューシ ーでまろ 味を 追求し続 けてきま
やか な味いっ ぱいの餃 した 。
子で 評判の宮 之阪商店
こ この餃子 は、キャ
ぐっ て食材に していま
す。 「初めは 、どのキ
ャベ ツも同じ 味がして
いた が、今は 微妙な違
いが わかるよ うになっ

2

20

つの 商店街
（ 宮之阪、
牧野 駅前、
牧 野本町、
長尾 台）の入 口に写
真の ステッカ ーが掲

「 ひらり」 は、４

引き されます 。１回
の使 用枚数は お店に で、 利用の際 にお店
よっ て異なり ますの にお 尋ねくだ さい。

使う ことがで きます
ので 、ご注意 くださ
い。 「ひらり 」１枚
につ き１００ 円が値

る「 ひらり」 だけが

協
協賛
賛店
店で
で使
使え
えま
ます
す

出さ れている 小売店
で買い物ができ ま
す。 ただし裏 書のあ

A

"

時 分

ん、 お礼は「 ひらり」
が使 われたこ とはいう
まで もありま せん。

"

30

から 午後 時 まで、定
休 日 は 原 則 火 曜 日で
す。会員の皆 さん、「ひ
らり 」での飲 食大歓迎

11

12

かされま た」 とこだわ り派の店 ちろ ん、木野 田店長の って 徒歩 分 ほどのと
した。と 長 が 話 し て く れ ま し こだ わりは、 餃子だけ ころ にお店が あり、営
いうのは
店長の一
日はキャ
ベツの葉
をかじっ
て味を確
かめるこ
とから始
まるので
す。同じ
箱のキャ
ベツでも

を検 討の上、 編集部が
取材 に伺いま す。

では 、「協賛 店訪問」
の 情 報 を 求 め て いま
す。 自薦他薦 を問いま
せん 。提供さ れた情報

の「 海鮮餃子 北京」
を利 用してみ たらいか
がで すか。
★「ひらり にゅーす 」

11

" "

2

80

会員も多数が 利用する餃子の
おいしいお店

ベツ とニラが ％、豚
肉が ％とい うように
野菜 中心のヘ ルシー餃
子、 中でもキ ャベツに
対す るこだわ りには驚

街
「 海鮮餃子 北京」。
創業 は昭和 年（１９
７７ 年）
、現在 の店長・
木野 田剛さん は 代目
で、 年前に このお店

52

餃子づくりをする木野田店長
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ひ
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集中
中
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記
記事
事
事を
を
を募
募
募集
集
集

「 ひらりに ゅーす」
では 、イベン トやサー
クル の参加者 募集、団
体の 活動情報 、お店の
ＰＲ などの記 事を募集
して います。 掲載料は
「ひ らり」で ＯＫ。掲
載ス ペースと 料金は応
相談 です。広 告も募集
して います。

発行：ひらかた地域通貨「ひらり」の会
〒573-0042 枚方市村野西町5-1
サプリ村野2F
TEL&FAX 072-840-2072
E-mail：chiikituuka573@yahoo.co.jp
URL：http://hirari.seesaa.net

地
地域 通 貨
貨
「ひ ら り
り」と は …
れの 依頼をコ ーディネ
ート します。 ちょっと
した お手伝い で「あり
がと う」と言 ってもら
えた ら、それ はとても
素敵 なことだ と思いま
せん か。
あ なたの手 元に届い
た「 ひらり」 をどう使
うか 、それは あなた次
第で す。「ひ らり」と
一緒 にお渡し するサー
ビス メニュか らあなた

が頼 みたいサ ービスを って 地域にお ける人と いこ と」を申 込み用紙
探し て下さい 。
そして 、 人と のつなが りが広が に記 入して会 費一口１
自分 にも何か できるこ り、 そして、 地域活動 ００ 円を添え て申し込
とが ないかを 考えてみ やボ ランティ ア活動が んで 下さい。 ひらり３
て下 さい。
活発 化してい くことを 枚を お渡しし ます。
た くさんの 人が「ひ 地域 通貨「ひ らり」は
入 会は「地 域通貨事
らり 」を使う ことによ 願っ ています 。
務局 」（サプ リ村野２
Ｆ） または枚 方市役所
市民 活動課
（ 別館３Ｆ ）
で受 け付けて います。
地 域の人た ちとのつ す。 あなたの 「できる
★
☆
★
なが りを広げ たいとお こと 」と「や ってほし
☆
☆
考え ならば、 地域通貨
「ひ らり」を ご活用下
さい 。
「
「桜
桜ふ
ふれ
れ愛
愛コ
コン
ンサ
サー
ート
ト２
２０
００
０７
７」
」
の
の開
開催
催
「 ひらり」 の使用に
は 会 員 登 録 が 必 要で
特 定非営利 活動法人 続け ています 。
「お おさか音 楽療法
開 催日時、 場所は次
リ村野◆日時… 第
桜」 （代表・ 戎屋仁美 の通 りです。
１・ ３土曜日 午前、
＝ひ らり会員 ）
が、「桜
◆日時… 月 日
第２ ・４土曜 日午後
ふれ 愛コンサ ート２０ （日 ）午後 時～ 時
★草引き
０７ 」を開催 します。
分
無農 薬畑の草 引き作
同 法人は、 音楽を通
◆ 場所…交 野市保健
業◆ 場所…穂 谷◆日
して 歌声や演 奏が新し 福祉 総合セン ター（ゆ
時… 随時
い出 会いを生 み、障害 うゆ うセンタ ー）
のあ る人達と ない人達
◆ 協力金… 前売５０
★庭掃除
が
「 ともに生 きる社会 」 ０円 、当日７ ００円
を目 指すこと を活動の
◆ 問合わせ …「おお
目標 にしてい ます。
さか 音楽療法 桜」事
現 在、老人 施設や障 務局 電話０ ７２（８
害者 への音楽 療法など ５９ ）５５３ ７
を中 心に幅広 い活動を
歳 代の女性 から庭
の落 ち葉など の掃除
依頼 ◆場所… 香里園
町◆ 日時…随 時
♪ ♭ ♪ ♯

2

1

「 ひらり」 はちょっ
とし たお手伝 い（サー
ビス ）をして もらった
時に 「ありが とう」の
気持 ち込めて 相手に差
し上 げる地域 限定の通
貨で す。
「 ひらり」 の会員に
なる と、ちょ っと何か
をし てもらい たいこと
や、 逆に誰か に何かを
して あげたい ことがあ
れば 、事務局 がそれぞ

お
お願
願い
い
宅か ら小学校 まで◆
場所 …中宮◆ 日時…
毎週 金曜日の 朝夕
現 在、事務 局では ★ 送 迎
左記 のお手伝 いをし 小学 校１年生 の女児
てく れる人を 探して をバ ス停から 児童会
いま す。「私 でもで まで ◆場所… 御殿山
きそ う」
と思 ったら、 ◆日 時…火曜 日の昼
ぜひ 、ご協力 をお願 過ぎ
いし ます。
★音楽療法
★
★
送
迎
リズ ムに合わ せて手
★
送
迎
★
★送
送
送迎
迎
迎
知的 障害のあ る小学 遊び など音楽 療法の
校１ 年生の男 児を自 手伝 い◆場所 …サプ

80
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