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鈴鹿市平田店

「自分達の携わっ

た米や野菜をタダ

で贈りたい」とい

うSUZUKA FARMの人

達の願いを受け、

コミュニティの人

に届けられるよう

人間の幸福要素の中で最も本質的な部分となる心に

ついて、その健康な姿を解明し、一人一人の心の状

態が健康になっていくための具体的な方法・仕組み

等を考案して、全ての人が健康な心で人生を送れる

ように活動することを趣旨としています。

個人面談を中心に、その人の内面を聴き、知る機会

を持ちながら、一人一人の知性と心の健康をサポー

トしています。

コミュニティCOCOROセンター1

アズワンマンションⅥの１階にあります。料理好

きなお母さんの中井佳子さんがいろんな手作り料

理でおもてなしをしてくれます。中でもタイ料理

は好評です。

杉の木をふんだんに使った、広い素敵なリビング

コミュニティハウス えぐち
江口夫妻は「家族、近所、地域、職場の人

たちが、仲良く、互いに心通い合う繋がり

へと展開していってほしい」という希いか

ら、自宅を開放して、この「コミュニティ

あっとほーむ本山　

コミュニティ食堂 ふぁみーゆ・Suzuka

赤ちゃん、子供たち、青年、大人や老人までい

ろんな年齢層のコミュニティの人達が訪れてき

ます。ちょっとしたティータイムや会食など、

家庭的な受け入れでくつろげる交流の場です。

来訪される方もお一人様ならお泊りしてもらえ

鈴鹿カルチャーステーションから歩いて5分の所にある、大きな古民家

です。コミュニティメンバーの様々な会合の寄り場になっています。

長期でコミュニティに滞在する人や、海外からの来訪者、若者達の受

入など、いろいろなゲストを迎え入れる場として活用されています。

伊与田さんのとびきりの笑顔と、腕自慢の節子さん手作りの料理とデ

ザートで迎えてくれます。

アズワンマンションⅥ

アズワンマンションⅣ
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古民家　伊与田12
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ハウス えぐち」を始めました。

ご近所や各地から訪れた人が数人の時も、多数の時も、

前もって活用希望を連絡しておくと、快く場所を提供 

してくれます。ミーティング会場として使われたり、食

事会や飲み会にも使われたりします。もちろん宿泊もOK

で、ゆったりとエスニック料理や野菜たっぷりの和風料理が楽し

めます。

若者達がお酒持ち寄りで集まったり、職場の仕事仲間の拠りどこ

アズワンホーム もとやま
鈴鹿エコサウンド引越しからリフォー

ム、エアコン取り付

廃棄物とされる食品残渣を家畜飼料化などに活か

されるよう、運搬業務を毎日コミュニティメンバ

ーで行っています。

畜産製品

農業

畜産

飼料化食品工場

堆肥 肥
野菜 果

食
品
残
渣

再生飼
料鈴鹿エコ

サウンド 河村車輌
街の便利なやさしいくるま屋さん。修理から保

険から、リースから、なんでもおまかせ！

地域の人のための、地域の人に

よる、地域に根ざした、新しい

農業を目指しています。

農に学びながら、人づくり、豊

かさに重点を置き、一人一人が

満たされ尊重されるコミュニテ

ィーづくりを率先して進めてい

ます。

お米や野菜は、「おふくろさん

弁当」の食材として活かされ、

ライフストアに贈り物として届

けられ、家庭の食卓も賑わせ、

暮らしを豊かにする一役をにな

っています。

ＳＵＺＵＫＡ  ＦＡＲＭ

鈴鹿カルチャーステーション(SCS)１

鈴鹿市白子店

懐かしいおふくろさ

んの味と評判の手作

りお弁当はＳＵＺＵ

ＫＡ　ＦＡＲＭで育

てたお米、野菜を使

っています。

今では鈴鹿市を中心

に、津市、四日市市

おふくろさん弁当３

この地域は、鈴鹿市が調査に基づいて指

定した重要生態系地域の一部です。里山

の整備が進み、たくさんの子ども達が自

然観察、きのこ栽培、炭焼き体験など、

喜んで参加できるようになりました。ぐ

るりと散策できる里山の小みち作りをし

ようとしています。

人や社会を科学し、怒りや争い、

差別や貧困などのない、知性と情

の溢れる、新しい社会システムを

実現するための研究と実験を行っ

ています。

サイエンズ研究所

サイエンズ（SCIENZ）は、Scientific 

Investigation of Essential Nature

（科学的 本質の探究）の頭文字 SCIEN 

と Zero（零･無･空･･･）の Z の略称。

科学的に本質を探

求しながら、実現をはかる考え方を表

しています。

２

人と社会を科学するサイエンズ研究所の本【写真】

SCIENZ1号『やさしい社会』

SCIENZ2号『人を聴く　～心が通う話し合いとは』

SCIENZ3号『やさしい社会2 ～親しさで繋がる社会とは』

サイエンズスクール鈴鹿

研修所

１

人としての成長をサポートし

ています。一人一人が、日常

を離れて、じっくりと自分を

見つめ、自分を調べる機会を

持てるようにという趣旨で活

動しています。現在は「マイ

ライフセミナー」「自分を知

るためのコース」「内観コー

ス」など、その人に適った方

サイエンズスクールの合宿研修施設です。閑静な

住宅地にあり、参加者が研修に集中できるよう環

境を整えています。ほぼ毎日研修に使われていま

す。
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街のはたけ公園10

鈴鹿カルチャーステーションから歩い

て5分という近場で、SUZUKA FARMの若者

達による野菜や果物などの作付けが進

む中、四季折々に農ならではの豊かさ

が味わえるようになってきました。コ

ミュニティの食卓を潤す野菜作りにシ

ニアが活躍したり、気軽な農体験を通

ベジコミくらぶ

ここは社会と個人の隔てを取り除いた社会の縮図で

す。衣食住、家事・子育て、進学や結婚、就職や趣

味、家計・保険・税金・年金・貯蓄、老後のことに

至る生活全般、何でも気兼ねなく相談でき、頼んだ

り、任せたり出来るのです。甘えたいだけ甘えられ

る「母」のような所です。ここを活用すればするほ

ど、「コミュニティの中の私」「私の中のコミュニ

ティ」が明らかになって、マイホームのようなマイ

コミュニティになっていきます。

アズワンコミュニティ  ライフ  オフィス1

アズワンコミュニティ  ライフストア4

隔てや囲いなく、家計・住まい・仕事・暮しなどオー

プンに、なんでも相談しながら、それぞれの持ち味を

発揮し、新しいコミュニティ創造を楽しんでいます。

アズワンコミュニティ  ライフホーム1

鹿

NPO法人 鈴鹿循環共生パーティ(SJP)1

しっかりした断熱、風の流れの良さ、日
射コントロールに加え、雨水利用、太陽
熱温水システムを備えたエコ住宅

不動産のトータルプラ

ンナー。コミュニティ

のメンバーの住居の相

談・斡旋などのお世話

を一手に引き受けてく

れています。アズワン

マンションの管理も担

当しています。

アズワン不動産4

法・ペースで、人として成長するための機会を得ることができるよ

う各コースを設けています。

まで配達エリアが広がり、一日1000食

以上を生産しています。

ここでは上下関係がないので、命令や

規則もなく、休みたい時に遠慮なく休

め、何が起こっても責め合いがなく、

シニア年代の人達の活動の場、憩いの場としても活かされ始めています。

また、里山から出る落ち葉が「街のはたけ公園」の堆肥で活かされた

り、竹材は野菜の支柱などに活かされ、竹チップの活用も研究中です。

すずかの里山13

KIESS鈴鹿事務所1

株式会社仁々
回転寿司「かいおう」を、楽し

く経営・運営しています。
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街の美容室COCORON～心音～
赤ちゃんからシニ

アまで、一人一人

が安心でゆったり

1

アズワンコミュニティ ステーション(ACS)
鈴鹿の街中で

それぞれに暮

らしを営みな

がら多種多様

な活動を繰り

広げているア

ズワンコミュ

コミュニティライフ

コミュニティアクティビティ

！

コミュニティを支える機関

コミュニティビジネス

１．コミュニティステーション「街の誰でもが 

いつでも 寄ってきて 憩える 街の縁側づくり」

２．カルチャーステーション「大人も子どもも学

ぶ　街の学び舎づくり」

３．エコステーション「循環共生型コミュニティ

づくりの起点に」

という三つのステーションを事業軸として展開し、

新しい人と人との出会いや繋がりが生まれていま

す。

子どもも大人も育つ社会づくりの起点として、コ

ミュニティならではの新しい文化の創造と発信、

そして街の学び舎づくりが日々進行しています。

コミュニティハウス・食堂・美容

につくられたお店です。その後、おふくろさん弁

当からも卵や惣菜が贈られるようになりました。

手作りの漬け物・味噌やお菓子、里山のキノコ、

海で獲れた貝など、さまざまな贈り物が届けられ

るようになっています。

境や囲いがなく、お金も必要とせず贈り合って暮

らすだけ、そんな世界に住みたくて、その端緒と

なるこのストアも日々進化し続けています。

ニティの中で、ここは人と人、各種機関や分野が交

差し、出会い、寄り合い、また次に向けてスタート

していく「コミュニティの駅」のような場所です。

初めて訪れる人達にとっては「コミュニティの窓

口」とも言えるでしょう。

して都会の子ども達が感性を磨いています。

日曜夜には、おくど（かまど）食堂で、サンデー屋台という持ち寄り

の夕食会も定例で開催され、和気藹々の交流の場になっています。

文字通り"街のはたけ"公園としての実質が伴ってきて、街の中の貴重

な体感スポットになりつつあります。

です。毎週、お袋の味が恋しい若者達のための 食事会も開かれていま

す。毎日のように人が出入りして、賑やかなコミュニティハウスです。

ろにもなっています。コミュニティの

お母さんが忙しい家族の夕ご飯も作っ

たりもしています。

訪問者や長期滞在の人の宿泊場所とし

ても活用されています。

美容室らいふ
中野豪さんが、自宅の離れで

「タダの美容室」を開設。理容、

美容をタダでやっていきたいと

いう豪さんからの贈り物です。

Café Sans-Souci （カフェ サンスーシ）1

いつも笑いが絶えません。

自分の能力に合わせて、やれることをやりたいだけで

きるコミュニティの職場です。

サイエンズスクールの研修に参加しやすい環境でもあ

り、常に自分を調べながら、何でも話し合える人にな

ることで、みんなが家族のように安心して働けます。

最近ではコミュニティの人には惣菜をタダで提供する

ようになり、コミュニティの大きな台所としても進展

していきそうです。
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1

鈴鹿カルチャーステーション内にある「パソコ

ンが使える習える喫茶店」です。

サンスーシ（sans-souci）はフランス語で「気

楽な」という意味です。

ネットやパソコンを楽しんだり、待ち合わせや

歓談に、ホッとひと息したい時などに、「陽だ

まりにくつろげる憩いの空間」として、気楽に

利用できる場作りにはげんでいます。

けや網戸の張

替えまで、住

まいのことなら何でも相談

に乗れる「街の便利屋さ

ん」です。

とすごし、美容の事なら何で

も相談できる気楽な街の美容

室です。

ます。滞在してコミュニティに触れたい、もっと知りたい方の

拠点としてもらえれば嬉しいです。
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