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アズワンとは、「一つの世界」を意味しています。
元々、私達は「一つの世界」に生きている存在であり、世界中のみんなが、仲良
く一つになって、進歩発展していくことが、人間の本来の姿だと考えています。

争いのない幸せな世界 ＝ 「一つの世界」の実現という、コミュニティの目的も
表しています。ジョン・レノンの名曲 Imagine（イマジン）の中で、「The World 
will be as one (世界は一つに)」と歌われています。

おふくろさん弁当
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アズワンコミュニティステーション

コミュニティストア

コミュニティオフィス

ゆい　はうす８

ゲストハウス14

「自分達の携わった米や野菜を

タダで食べて欲しい」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

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、自宅を開放して、

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

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。

西の郊外丘陵地に、自然の循環と人の暮らしが

ほどよく調和した里山づくりが進んでいます。

森に入ると、童心がよみがえり、心が開放され

ます。里山ならではのターザンロープなどの遊

具、探検の小径、炭窯、キノコ栽培などがあり、

あらゆる世代の体験の場、育ちや癒しの場とし

て、活用されています。

人や社会の本質を探究し、本来の姿

を明らかにし、その実現方法を考案

しています。

常に現状の分析・解明・検討を行な

い、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く社会システム

が機能するように活動しています。

サイエンズ研究所

サイエンズ（SCIENZ）は、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。やさしく表現すると「人間を知り、人間らしく生きる」

とも言えます。

サイエンズスクール鈴鹿

研修所

人として成長し、各自が持ち味

を調べ、その人らしい人生を送

るためのサポートをしています。

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

調べる機会を持ち、サイエンズ

という考え方を学び、人・人

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
ＳＵＺＵＫＡ ＦＡＲＭ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。

野菜の畑があり、ブドウやミカンなどの果樹園

があります。四季を通して「はたけで食べよ

う」という親子企画があり、地域の子育ち空間

ここは社会と個人の隔てを取り除いた「やさしい社会の縮図」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、委ねられるのです。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。

すずかの里山13

14

KIESS鈴鹿事務所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

鈴鹿カルチャーステーション
(SCS)

１

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

菜などが贈られてきます。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。

“その人らしく発揮し、必要なものが自由に得られる”経済を試みて

います。

の一つとして活用され、子供からシニア世代までの交流の場にもなっています。

1

閑静な住宅街の和風の家です。

「ここへ来ると ふと肩の力が脱

けて  人に心開いてる自分に気

づいちゃった…という家がいい

な」という気持で、深田夫妻が

受け入れてくれます。

誰もが安心して、すべてを委ねられる社会で、
自分らしく生きることができるように、コミュ
ニティ独特の仕組みや活動が営まれています。

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。

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

を

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

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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アズワンホーム もとやま
引越しからリフォーム、

エアコン取り付けや網戸

の張替えまで、住まいの

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

株式会社仁々
回転寿司「かいおう」

を経営しています。

44

ことなら何

でも相談に乗れる「街の便

利屋さん」です。

6
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鈴鹿エコサウンド
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。

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

44

らいふ美容室
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。

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！

生・社会を知るための機会を設けています。「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、その人に適った方法・ペースで

進んでいけるための各コースを設けています。

新しい社会モデル・都市型エココミュニティの研修・見学に、また人間

らしい生き方を求めて、国内はもとより、スイス・ドイツ・韓国・ブラ

ジルなど海外からも多くの人達がコミュニティを訪れに来ます。1泊2日

の「探訪DAY」をはじめ、１週間、数ヶ月、１年など、それぞれの人に適

ったプログラムを組んで、学びと成長の機会を提供しています。

訪問者・研修生受入

ゆい　はうす８

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。

併設されているコミュニティカフェは、誰もが気兼ねなく寄って

来れる「コミュニティの縁側」として、待ち合わせや打合せ、語

らいの場として活用されています。

また、その総合案内所とも云える、ACSインフォメーションは、一

人ひとりのコミュニティライフがより円滑に便利に快適になるよ

うに、「こんなことがあったらいいな！」という声に耳を傾け、

様々なことを具体化しています。身の回りの情報やコミュニティ

の出来事をニュースにして毎日配信しているのも、その一つで

す。

本質を探究し、人や社会の本来の姿を明らかにする研究
所と、人として成長し、自己を生かし発揮するための学
びの機会が、コミュニティを支えています。

若者達や、探訪ＤＡＹの訪問者、海外からの長期の滞在者な

どの拠り所になっています。

深田さんは、ヨガの先生でもあります。

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、地元の直売所

やスーパーを通して沢山の人達に食べても

らっています。

その生産物をコミュニティの人にも沢山食

べてほしい気持から、コミュニティストア

へ贈り物として届けるようになり、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  ＦＡＲＭ10 おふくろさん弁当

会社のルールや仕事に縛られず、自由で楽しく、働きやす

い、自分たちの目的に適った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

クの配達車が地域に受け入れられ、生産数は年々増加し、

毎日千食以上になり、2014年12月には、製造工場、店舗拡

張のため移転しました。働く人も60人を越えましたが、一

人ひとりが暮らしや家族のことなど何でも安心して会社と

話せ、役割や給料、働く時間帯も各人に合った場になるよ

うにしています。会社と社員という従来の関係ではなく、

大きな家族が会社を運営しているとも言えます。

コミュニティストアに毎日惣菜を作り届けています。各家庭の

食卓を豊かにし、それぞれの家で献立を考え、買い物をする必

要がなくなり、エネルギーなどの節約にも一役買っています。
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