
コミュニティカフェは  
人を、町を、変えられるのか？ 

2016年3月27日 

佐竹台スマイルプロジェクト 水木 千代美 

トヨタ財団検証提言助成報告会 

― さたけん家に出来たこと、出来ること ― 

（活動をふりかえり、実証し、可能性を考える） 



なぜ、さたけん家が生まれたのか？ 
  

なぜ、検証提言助成に応募したのか？ 
 
↓ 

 
誰かの役にたてるように… 

 
 

はじめに 



開設日：  2011年９月オープン  

営業時間： 11～16時 定休日：水曜日 

席数：  １階１４席、２階22席 

メニュー：  ランチ500円、ドリンク200円 

スタッフ：  登録スタッフ約40名、メインスタッフ約25名 

スタッフ年齢層： 30～60代のお母さん 

利用者：  月間約680名、年間約8,000名、 

  行事参加者を加えると10,000人以上 

 

↓ 

活動から見えてきたもの 

さたけん家・・・P4 



コミュニティカフェ 木曜日はブルーリボンさんの日 

  ランチ、デザートの売り上げの1割を入金 

  貸室 

子どもを育む活動 さたけ教室、JOBCAFE、ゆめのみ教室ほか 

その他  写経、はがき絵 

  おとなの教室、おひさまクラブ 

SSPの活動・・・P6～11 



さたけん家の活動の生まれ方は、「〇〇だったらいいな～」から 

“思い”からはじまる活動 

 

もっと親子のニーズにあったものに・・・ おひさまクラブ 

人のである場所があったらな・・・ さたけん家 

地域の人の活躍の場所が欲しいな・・・ マルシェ 

子どもの居場所がほしいな・・・  さたけ教室、JOBCAFE 

さたけん家の取り組みを残したいな・・・ トヨタ財団応募 

様々な方の集う場をつくりたい・・・ おとなの寺子屋、まちライブラリー 

など 



まちの本屋さんのなかにあるコミュニティカフェ 

コミュニティカフェという形のコミュニティ、「さたけん家」 
・・・P14～21 

利用者：  

佐竹台40％、吹田市内31％、吹田市外28％、 

6割が半径２キロ以内 

はじめて26％、2～5回26％、6～10回24％、11回以上24％ 

ランチのみ35％、ランチとドリンク28％、 

ランチとドリンクとその他22％、ドリンクのみ13％ 

男女比は2：8  

30代40代女性が約半数、25％が50代以上の方 



赤ちゃん連れのママから高齢の方まで幅広く利用 

1階テーブル席、2階板間、畳の間 

「得意」を教え合う多彩な教室と、物販機能 

写経カフェ、編み物カフェ、はがき絵教室 さたけん家マルシェ 

日々のカフェ運営の要、1日スタッフ 

ランチの売り上げの１割とドリンク代はお店に 

毎日必要な一日スタッフを、どうやって回していくのか 

メーリングリストで連絡、調整 

居場所としての課題 

子どもなどがふらりと立ち寄れる居場所に 

財源の確保と地域の役割の両立 



さたけ教室の仕組み  

小学生の部・・・・・・・ 16～18時 10名 月額500円  

  講師は中高生ボランティア 青対より謝礼として図書券  

中高生の部・・・・・・・ 19～21時 夕食18～19時 10名 1回1,000円、夕食400円 

         講師は大学生 交通費込1回2,000円、夕食付 

地域で行う学習支援 

生徒は小学生は佐竹台小学校区、中高生は高野台中学校校区、大学生は中学校校区

の卒業生、及び近隣大学や人の縁つながりで来ている 

学習支援の対象は絞らない 

必要としている子どもたちが利用 生活保護家庭の児童は半額 

今後の課題 

継続していくための資金確保、必要とされている子どもたちにつなぐため自治体との連携 

地域のつながりの中で学ぶ「さたけ教室」 
・・・P24～27 



学習支援の検証 小学生の部 

今後の目標 

中高大学生を中心の活動の場にしていきたい  

支出 金額 備考 

講師料 88,000 1,000円×2名×44回 

貸室料 44,000   

スタッフ費 72,512 ＠824円×2時間×44回 

雑費 10,000   

計 214,512   

収入 金額 備考 

授業料 120,000 1,000円×12か月×10名 

寄付など 94,512   

計 214,512   

収入 金額 備考 

繰越金 3,157   

授業料 56,000   

青対補助 7,500 図書券代 

計 66,657   

支出 金額 備考 

講師料 7,500 図書券 

雑費 12,723 月謝袋、問題のコピー代など 

繰越金 46,434 2015年度へ 

計 66,657   

 ※ 年間補助10万、貸室料不要であれば5万円で運営が可能 

 2015年度さたけ教室の収支  継続可能な収支 



学習支援の検証 中高生の部 

今後の目標 

継続していくための資金確保と学校や自治体との連携 

収入 金額 備考 

授業料 396,000 1,000円×44回分×10名 
×9割(1割の欠席率) 

寄付など 253,024   

計 649,024   

支出 金額 備考 

講師料 440,000   

貸室料 44,000   

調理スタッフ
謝礼 

72,512 ＠824円×2時間×44回  

運営スタッフ
謝礼 

72,512 ＠824円×2時間×44回  

雑費 20,000   

計 649,024   

収入 金額 備考 

繰越金 162,560   

寄付金 30,000 坂本さま3万 

授業料 330,000   

青対補助 88,000   

計 610,560   

支出 金額 備考 

講師料 358,000   

食材費補填 13,600   

貸室料 44,000   

調理スタッフ
謝礼 

44,000   

雑費 19,583 
印刷費 

高校受験ガイドブック 問題集 など 

繰越金 131,377 2015年度へ 

計 610,560   

 2015年度さたけ教室の収支  継続可能な収支 

 ※ 年間補助20万、貸室料不要であれば15万円で運営が可能 
    18中学校区開催で、360万で運営可能 



おひさまクラブ  

地元の要望で建替え時に吹田市に寄付されたマンションの一室で活動している 

おひさまクラブが生まれた経緯 

大阪大学と協働で居場所の研究時の開放活動から生まれる 

おひさまクラブの現在 

鍵当番を決め、運営 行事なども行っている 現在3代目 

今後の課題 

おひさまルームの有効利用と女性の活躍の場のマッチングを進めていきたい 

5年目の「おひさまクラブ」 
・・・P28～31 



おひさまルームで、子育て支援、女性支援 

2月～3月にかけて、6つの講座を企画いたしました。 

講師の方は、さたけん家通信での呼びかけなどで募集。 

5年目の「おひさまクラブ」の検証 

第1回：2月22日(月) 育脳あそび×キッズ英会話×親子ヨガ 3組（1組キャンセル） 

第2回：2月27日(土) 親子で遊ぼう!絵本の世界を飛び出して！ 5組 

第3回：2月29日(月) 陰陽五行のかみしばいと経路親子ストレッチ 

第4回：3月4日 ベビー＆キッズマッサージ 5組（2組キャンセル） 

第5回：3月7日(月) 親子でふれあうアロマハンドトリートメント体験教室 9組 

第6回：3月11日(金) 育脳あそび×キッズ英会話×親子ヨガ 7組 

第7回：3月12日(土) 親子で楽しむふれあいヨガ＆リズム遊び 申込なし 中止 



【 参加者の意見 】 

はい 

100% 

価格は適当でしたか？ 

はい 

100% 

また参加したいですか？ 

午前 

25% 

午後 

33% 

どちらでも 

42% 

開催時間はいつがいいですか？ 

どのようなプログラムに参加したいですか？ 

子どもも一緒に楽しめる内容 

子育てのヒントが見つかるような内容 

子どもがうたったり体を動かしたりできるもの 

子どもや周りに気を遣わずに楽しめる親子プログラム 

今回のようなプログラムがあれば、ぜひ参加したいです 

どのような場所が欲しいですか？ 

子どもが自由に遊べる場所(山田みたいな) 

児童館のようなところ さたけん家のような場所 

毎日行ける子育て広場、手遊びなどをしてくれる 

子育てルーム キッズ向けカルチャースクール 

遊べるところ、お母さんが落ち着けるところ 

その他意見 

このような催しに参加するのは初めてで緊張しましたが子どもにも自分にも良い刺激になったと思います。 

吹田には意外とこういった取り組みが少ないのでぜひ頑張っていただきたいです。 

とても楽しく私もリフレッシュできました。また参加したいです。ありがとうございました。 



【 講師の意見 】 

はい 

100% 

また開催したいですか？ 

はい、もちろん 

ぜひやってみたい 

自分の有意義な時間をすごせました。また勉強し、上を目指したいです 

させていただきたいです！ 

ぜひやってみたいです 

良かった点は？ 

やってみたいことが実現できた 

準備から楽しく、実際やってみて心地よい緊張感を感じることができました 

子育てに悩んでいる方がたくさんいることに気が付いた そんなことについてコミュニケーションが取れる場所はよいと思った 

場所を探すのが大変だったのでありがたかったです   近所でこのようなイベントに参加してくださる方と出会えたこと 

境遇の違う人と出会うことができた（独身だと個人での人脈でしかつながらないので新鮮でした） 

どのような場所が欲しいですか？ 

色々な世代の人が集える場所  女性が輝ける場所  児童館のようなもの 

気軽に集まってイベントが出来る場所  子どもが安全に遊べる場所（雨の日でも） 



集う場所を作ろう  
 “縁を育む、縁が育まれる”フレキシブルに使える家のような場所 

誰もが使える場所にしよう 
 限られた属性の人だけが使える場所にしない 

名前を覚えられる範囲に作ろう 
 小学校の校区、連合自治会のエリア程度 

継続できる仕組みを作ろう 
 自治体との連携、収益事業 

モチベーションンをつくろう 
 収入だけでなく、必要とされる、発表の場などの「何か」 

これから自分たちの地域に居場所をつくりたいと思っている方へ・・・P42～43 

提   言 



地元の人に応援してもらおう  
 役割を担い応援していただく 

研究者や学生の力を借りよう 
 研究のフィールド提供と情報の提供 活動の場と学生の力の提供 

人と人としてのお付き合いをしよう 
 学生さん、議員さん、行政の方、共感してもらえるお付き合いを 

「知識」や「元気」の応援をもらおう・・・P42～43 



コミュニティカフェは  
人を、町を、変えられるのか？ 

結 論 
 

コミュニティカフェは  

    縁を育む場所になる 


