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アズワンコミュニティステーション

カフェ・サンスーシ

コミュニティストア

コミュニティオフィス

「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

につくられたお店です。おふく

ろさん弁当からは、卵や惣菜が

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。

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

人達が、仲良く、囲いや隔たりのない、

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

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、子供達、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。

アズワンマンションⅥ

アズワンマンションⅣ
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近鉄平田町駅

て、この「コ ミュニティハウス 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。

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

コン取り付けや網戸の張替え

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
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コミュニティの若者達が立ち上げた会社で

す。

地域農業の担い手として、米や野菜の大規

模生産に取り組んでいます。

自分達が作った米や野菜は、一番食べてほ

しい人へ贈りたいとコミュニティの人達に

一級品が贈り物として届けられるようにな

り、コミュニティの暮しを豊かにする一役

を担っています。

「おふくろさん弁当」の食材としても大い

に活用されています。

農業を通して、若者達が自由に力を発揮し、

人として成長できる会社です。

ＳＵＺＵＫＡ  ＦＡＲＭ

鈴鹿カルチャーステーション(SCS)１

おふくろさん弁当

西の郊外丘陵地に、自然の営みと人の暮らしが

ほどよく調和した里山づくりが進んでいます。

里山が大好きな有志が、笹竹と蔓がからまった

雑木のジャングルを3年かけて整備を進め、街

の子ども達が 落ち葉を踏んで遊び、学べる場

にしてきました。キノコ栽培も手がけ、本格的

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。

人間や社会についての本質を探

究することを基盤にして、常に

現状の分析・解明・検討が行わ

れ、その研究内容がアズワンコ

ミュニティやサイエンズスクー

ルなどに、試され生かされてい

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。

サイエンズスクール鈴鹿

研修所

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」

サイエンズスクールの合宿

研修施設です。閑静な住宅

街のはたけ公園
鈴鹿カルチャステーションから徒歩5分の所に

あります。若者でつくった「ＳＵＺＵＫＡ Ｆ

ＡＲＭ」の拠点でもあり、地域の人達に、農あ

る暮らしを味わってもらえるフィールドでもあ

ります。一年を通して、「はたけに行こう、は

たけで食べよう」という企画があります。野菜

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、任せたりできるのです。甘えたいだけ甘えられる「母」の

ような、心強い「父」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「大きな一つの家族」になっていきます。

アズワンコミュニティ  オフィス1

アズワンコミュニティ  ストア1

家計・住まい・仕事・暮しなど、なんでも相談しながら、隔てや囲

いのない、「大きな一つの家族」として生活を営んでいます。それ

ぞれの持ち味を発揮し、義務も罰則もない世界、「人も物も開放　

自由自在　一つの世界」の創造を楽しんでいます。

ファミリー アズワン1

中井宅のあるアズワンマンションⅥは、

「環境にやさしい」を目指して、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です。

アズワンマンションの管理、コミュニティメン

バーの住まいのサポートなど手がけています。

アズワン不動産4

会社や仕事に縛られない自由で、楽で、楽しく、働き

やすい会社を自分達で作ろうと始めました。

手作りのお弁当を一個から配達するスタイルと可愛い

ピンクの配達車が街に溶け込み、配達エリアも拡がり

を見せ、現在では一日千食近い生産数になりました。

「給料」「休暇」「出勤形態」などは会社が決めるの

ではなく、その人が暮らしやすいように話し合いで決

めていきます。サイエンズスクールの研修にも参加し

やすく、その人に見合った暮らしができ、無理なく働

ける職場です。

コミュニティストアに惣菜を贈るようになり、コミュ

ニティの大きな台所としての役割も果たしています。

な炭窯まで作ってしまいました。地域の雑木林の手入れ、炭づくり、暮らしの中

での炭の活用まで考えています。炭作りは、原木伐採・火入れ・火の番・炭出し

など、子どもからシニアの人まで、多くの人達の楽しみの場になります。

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」を経

営しています。

コミュニティ

のメンバーが

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

でゆったりと過ごし、美容の事なら何でも

相談できる気楽な街の美容室です。

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

ミュニティの中で、こ

こは人と人、各種機関

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

贈られてきます。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。

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「コミュニティの玄関」とも言えるでしょう。

のタネを蒔き、育て、食べる。それを通して、若い親子、青年、農業者、シニア

などの人達が親しく集う交流の場にもなっています。公園には、広場があり、カ

マド・ロケットストーブ・井戸水・エコトイレなどがあり、薪で料理をする野外

食会場になり、災害時には、避難場所にもなります。

Café Sans-Souci （カフェ サンスーシ）1

44

44

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」。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

したい時に、「くつろぎのあるやさしい空間」として、

気楽に利用できる場作りにつとめています。街の音楽

家を応援する「ミニアマライブ」等を開催して、カフェ

でゆったりと演奏を楽しめる機会も提供しています。 

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。

誰もが隔てや囲いなく一つに溶け合い、豊かに安

心して暮らせるようになるためのコミュニティ独

特の仕組みや活動が生まれてきています。
自分の家を開放して、コミュニティハウスとして、地域の人や遠くからの来訪者など、様々

な人に気軽に活用してもらい、まるで我が家のような暮しを味わってもらっています。

暮らしを支える経済活動として、人としての成長の場、個性･持ち味発揮の場として、

様々な事業がコミュニティづくりの営みとして展開されています。

 http://www.scs-3.org/  http://www.scs-3.org/s-s.html

一人一人が、自分の関心や持ち味を生かして、多種多様

なコミュニティでの活動を自由闊達に展開しています。

青年活動1

トランジションタウン鈴鹿1

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。

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。屋根の南前面に太陽光パネルが取り付けら

フランチャイズ制の回転寿司屋さんを経営して

みたらどうなるだろう？と始まり、検討しなが

ら、働く人達が伸び伸びと安心して楽しく働け

る会社に成りつつあります。

美容室らいふ
中野豪さんが、自宅の離れで開

設したアットホームな美容室

『らいふ』。包丁、ハサミ研ぎ

も引き受 けてます。

れ、コミュニティ太陽光発電所の一役も果たしています。
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河村車輌
街の便利な、やさしい車屋さん。修理や車検から保険

から、リースまで、車のことなら、何でもおまかせ！

「内観コース」など、その人に適った方法・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。


