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１．なんじょう♥市民大学の趣旨  

◆趣	 旨	 

	 	 南城市では、夢と希望に満ちた「日本一元気で魅力あるまちづくり」の実現を目指し、様々な

取組みを推進しています。それを実現するためには、市民と行政がより一層連携し、まちづくり

に取り組んでいくことが重要です。	 

	 	 なんじょう♥市民大学は、「日本一元気で魅力あるまちづくり」の担い手育成とその拠点形成

の中核として位置づけ、市民が南城市のまちづくりに関心を持ち、必要な知識やノウハウを学び、

南城市全体のまちづくりや地域コミュニティの活性化に積極的に取り組んでいただける市民リ

ーダーを育む場として開設しました。	 	 	 

また、同市民大学の運営は、市民の多様性を尊重し個性を活かしながら、市民一人ひとりに何

ができるのかを考え、一つでもできることを実行するための、『市民がつくる市民のための大学』

を目指します。	 

さらに、受講期間中における各講座をとおして、南城市の現状や課題、さらに未来展望などに

ついて多様な角度から学び、市民リーダーに必要な知識やノウハウを習得していただきながら、

自身の生きがいや人と人とのつながりの大切さを再発見し、その思いがまちづくりに活かされる

ことを目指します。	 

◆特	 色	 

	 	 なんじょう♥市民大学の学習は、その成果が確実に地域に活かされることを重要視します。	 

講座については、受講生と講師との対話型で進めることに努めながら、ともに考え学びあえる

双方向型の学習形態を構成します。	 

◆今、なぜ市民大学なのか？	 

	 	 若くて新しい南城市がより一層市民との協働によるまちづくりを推進していくためには、地域

コミュニティの核、キーパーソンとなる人材の育成・確保が必要不可欠です。そのための人材を

育成・発掘し、南城市らしい「地域コミュニティ」の実現や「新たな産業」を創出するための一

助として、「なんじょう♥市民大学」が誕生しました。	 

◆なんじょう♥市民大学の基本コンセプト	 

①南城市の市政運営における現状・課題についての情報を共有します。	 

②南城市の今後のまちづくりに必要な知識やノウハウについて、多様な角度から学びます。	 

③南城市民や多分野で活躍する方々との人脈（ネットワーク）、連帯感を構築します	 

④市政に積極的に参加する市民リーダーを育成します。	 

⑤地域活性化の担い手や、コミュニティビジネスなどの起業を創出する市民の育成を目指します。	 

  
２．１年次の取組  

①講座展開の方針及び目標	 

講座展開の方針	 

・南城市の市政運営における現状・課題についての情報の共有	 

・南城市の今後のまちづくりに必要な知識やノウハウについて、多様な角度から学ぶ	 

・南城市民や多分野で活躍する方々との人脈（ネットワーク）、連帯感の構築	 

・南城市の魅力や課題を活かし、受講生が主体的に活動を展開していく機運を高める	 

目標設定	 

・２年次での自主活動の展開へスムーズに移行できるような講座の構成に努める。	 

・受講生同士の主体的な交流（ネットワーク）を促す。	 
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・各講座において受講生同志及び講師との意見交換の場を設定し、情報共有に努める。	 

②講座の流れ	 

内	 	 	 	 容	 講	 	 	 師	 開	 催	 日	 

開	 校	 式	 ・	 オリエンテーション	 6 月 6 日 (木 )	 

市
政
運
営
の
中
か
ら	 

魅
力
と
課
題
を
知
る

活
か

す	 １	 はじめまして！カフェで楽しく自己紹介	 市民大学ＯＢ生	 6 月 13 日(木)	 

２	 
基調講演	 

「日本一元気で魅力ある南城市」をめざして	 
市長	 古謝	 景春	 6 月 20 日(木)	 

３	 南城市の教育理念とまちづくりについて	 教育長	 高嶺	 朝勇	 7 月 4 日 (木 )	 

４	 「長寿県」復活を‼	 南城市から	 市職員	 7 月 18 日(木)	 

５	 南城市の魅力・課題をみんなで話し合おう	 
石田俊輔	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
7 月 25 日(木)	 

市
内
の
豊
か
な
自
然
・
文
化
・
人
を
知
る

活
か
す	 

夏休み（８月中）	 

６	 私たちができるまちづくりについて話し合う	 
比嘉幸雄（ＯＢ生）	 

石田俊輔（ＯＢ生）	 
9 月	 5 日(木)	 

７	 
市内外で活躍する魅力ある市民と語る！	 

「ハーブの活用で南城市の魅力＆元気アップ」	 

新垣愛美(エステサロン経営)	 

匂坂枝津子(セラピスト)	 

有谷元子(ハーブ講座コーディネート)	 

9 月 19 日(木)	 

８	 
元気な市内企業・起業家を訪ねよう	 

（市内視察）	 

玉木哲太郎(米作り)	 

ほか、市内５カ所	 
10 月 13 日(日)	 

９	 みんなの得意分野をまちづくりに活かそう！	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
10 月 24 日(木)	 

10	 みんなの得意分野をまちづくりに活かそう！	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
11 月	 7 日(木)	 

11	 
市内自然散策と有用植物活用講座	 

（市内視察＆講座）	 

屋比久壮実	 

（アクアコーラル代表者）	 
11 月 17 日(日)	 

12	 
ツアー気分で市内の歴史散策！	 

（市内視察）	 

亀島靖	 

（劇作家）	 
12 月８日(日)	 

市
民
大
学
プ
ロ
ジ

ク

ト	 づ
く
り	 

13	 私たちができる市民大学プロジェクトとは!?	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
12 月 12 日(木)	 

冬休み（1 月中）	 

14	 
繁多川公民館での市民活動から学ぶ	 

プロジェクトづくり	 

秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
2 月	 6 日(木)	 

15	 プロジェクトを企画書にまとめてみよう	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
2 月 20 日(木)	 

市民大学プロジェクト成果発表会・1年次修了式	 	 3 月 2 日 (日 )	 
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③講座の模様	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

6/6開校式 6/20古謝学長（市長）講義 
まちづくりの取組や方向性につい

て、学長自ら熱い思いを語る。 

7/4高嶺教育長講義 
○○氏も同席し、南城市の教育理念

「生きる力」に基づく、現在および

今後の取組について学ぶ。 

7/25「場」づくりのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
	 講師：石田俊輔氏	  
「受講生同士がお互い自由に話し合うため

の「場」の重要性についてワークショッ

プをとおして学ぶ。 

9/5 先輩から学ぶ市民主体のまちづくり 
	 講師：比嘉幸雄氏、石田俊輔氏	 

市民大学から誕生した「あかゆらぬ花会」

の取組やデザインセンターでの経験を通し

た市民活動の現状と課題について講義。 

9/19市内外で活躍する魅力ある市民と語る	 
	 講師：新垣愛美氏、匂坂枝津子氏、有谷元子氏	 

「ハーブの活用で南城市民の魅力＆元気アップ」

をテーマにハーブの効用や活用法など、実演を

とおして学ぶ。 

10/13元気な市内起業家を訪ねる	 
訪問先：米作り(玉木氏)、木創舎、	 

上原豆腐、長生薬草、	 

観光協会、みどり農園	 

10/24 みんなの得意分野をまちづくりに活かそう	 
	 講師：秋本康治氏	 

講師が関わった「有馬富士公園」の市民	 

団体による運営手法の講義と受講生の得	 

意分野を活かしたまちづくりのワークシ	 

ョップを実施。 

11/7 続・みんなの得意分野をまちづくりに活かそう	 
	 講師：秋本康治氏	 

前回の講座に引き続き、受講生の得意分野	 

を活かしてどのようなことができるか。	 

各受講生から様々な取組案が出された。 

6/13カフェで自己紹介！ 
OB生も参加し、まずは楽しく受講
生同士のネットワークづくり。 

7/18井上優子（市保健師）講義 
データに基づく南城市民の健康実態

の驚くべき現状や、健康づくりに向

けた市民の意識啓発等の様々な取組

について学ぶ。 

11/24南城市の自然について	 
	 講師：屋比久壮実氏	 

南城市ハーブフェスティバルに合わせ、	 

一般の方々も対象とした知念グスクの	 

自然散策とイベント会場での講座を開催。 
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沖縄グッド・トイ委員会  

イオン南城大里店  

12/8ツアー気分で市内歴史散策!	 
	 講師：亀島靖氏	 

琉球を統一した尚巴志の様々な	 

ドラマを想い巡らせならがらの	 

市内視察を実施。	 

12/12 私たちができる市民大学プロジェクトとは!?	 

	 講師：秋本康治氏	 

一人でできること。100 人でできる

こと。1000 人でできることをベース

にプロジェクト案を出し合った。	 

2/6 繁多川公民館の市民活動から学ぶプロジェクト	 

	 講師：南信乃介氏(繁多川公民館長)	 

繁多川公民館は、県内で初めて、市民活動団体（ＮＰＯ法人なはまちづく

り）が指定管理を受けている。	 

有名な活動は、大震災を想定した避難訓練を、平成２４年６月１６日「２

０００人でシンメーナービで豚汁を」として実施。実施までに数回のワー

クショップを行い、公民館・地域の役割を確認しながら当日に備えた。参

加者は１００名あまり（沖縄大学学生、地域住民、保育園、老人ホーム等）

が、炊き出しを中心にした訓練を行った。	 

   	 
	 

2/20 みんなでやるプロジェクトを決めよう！	 
	 講師：秋本康治氏	 

いよいよ２年次に向け、本音を語り合いなが

ら、みんなでできる市民大学プロジェクトに

ついて話し合った。	 
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④市民大学１年次（４期生）有志による「ロマン星の会」の設立	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【設立の経緯】	 

	 市民大学講座のワークショップにおいて、市の魅力を活かした取組について様々なアイデアが出さ

れた。	 

その中で「星空観察会がしたい」という受講生の思いを実現すべく、受講生数名が発起人となり、

平成 25 年８月４日に「星空観察会」を玉城少年自然の家で開催。市民大学関係者 34 名が参加し大好

評であった。	 

平成 25 年 10 月、４期生有志により「市民大学・ロマン星の会」を設立。	 

【活動目的】	 

①玉城少年自然の家・天体望遠鏡の活用	 

②親子の体験学習の場及び天体教育の機会の提供	 

③本島南部地域での「星空観察の絶好の場」としてのＰＲ・南城ブランドの一端を目指している。	 

	 
12／22 
設立メンバーによるクリスマス会 
「まずはお互いの絆づくりから・・・」 
 

1／1	  
設立メンバーによる初日の出パーティ 
「楽しい一年になりますように・・・」 
 

2／21 
「ロマン星の会」設立後、初めての 
一般市民を対象とした星空観察会 
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⑤市民大学での感想や意見【受講生からのレポートより抜粋】	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

１．7/18	 第４回講座「長寿県」復活を!!南城市から	 	 講師：井上優子（市保健師）	 

	 

・今回の講義は、私の疑問が少し解決した。昨年、沖縄に移住したが、子どもの睡眠時間や食事につ

いて課題があると感じている。愛情が基本だが、体に良いものを食べさせて、安心して眠らせる社

会を作るべきだと感じる。	 

・65 才未満の死亡率が男女とも 1 位、メタボでも 1 位という結果にも関わらず、長寿率が上位とい

うことは、今の高齢者がいかに長寿なのかということが分かった。	 

	 今後、生活習慣の中でも特に食事の改善が重要だろうと考える。	 

・長寿県沖縄の復活は、個々人の意識改善と、青少年・児童にもっと目を向けた食育の大切さや命の

大切さを伝えていくことだと感じた。	 

・また、健康は、精神面との関わりも深く、豊かな自然、精神文化、薬草、芸能、芸術などを有する

南城市は、長寿に恵まれた環境であると感じた。	 

・とてもウチアタイしましたが、できることから日々行動したい。	 

	 

２．10/13	 第８回講座	 「南城市内の企業・起業家を訪ねる（市内視察）」	 

	 	 	 	 	 	 視察先：米作り（玉木哲太郎氏）、木創舎（城間光雄）、上原豆腐（上原章）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 長生薬草本社、南城地域物産館、みどり農園（新里みどり）	 

	 

	 ・今回お訪ねした起業家の方々は、みな家族、地域、土地へのいたわりを大切にしたいという想いを

抱いて、行動されていることに感激した。	 

	 ・稲作農家の玉木さんの取組は、とても共感できる内容で、個人的に今後連携できないか模索したい

と思う。	 

・市外から移住した方、もともと地域生まれの方それぞれ視点からのお話しを聞くことができて良か

った。	 

・天気に恵まれ、市民大学の皆さまとも親しくお話しができ、とても嬉しく有意義な一日を過ごすこ

とができた。豆腐づくりの作業場も初めて見たが、地釜豆腐がちょっと煙臭い理由が分かった。	 

・南城市内で活躍する「元気な方々」の覇気に感動した。出会った方々のエネルギーを受け継ぎ、市

民大学に活かしていきたい。	 
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３．２年次の取組  

①  講座展開の方針及び目標	 

講座展開の方針	 

●１年次に学んだことを生かし、具体的な活動を起こしていくための期間。 
●企画を個人および団体として活動へと変換していくための機会の提供。 
●活動の継続性を高めるための支援 

 
目標設定	 

●南城市ハーブフェスティバルにおいて、市民大学からできたプロジェクトを発信 
●２年次が企画をした「自主企画講座」を開催 
●市民に対しての活動報告 

 
カリキュラムの具体的な取組内容	 

●２年次講座に向けた日程説明と、プロジェクトテーマ設定に向けた話し合いを行った。	 

●月桃の活用をテーマとしたプロジェクトとして、上がり太陽プランへの応募を前提とした企画書づく

りを行った。	 

●「上がり太陽プラン」へ市民大学(OB 含む)より４団体が応募し、プレゼンテーションを行い２団体	 

が採択された。（あかゆらぬ花会、TEAM 南城グルメが採択）	 

●上がり太陽プラン不採択を受け、市民大学プロジェクトとして実現可能な取組について話し合った。	 

●3 期生のプロジェクトは、「月桃再発見プロジェクト」として受講生全員で取組こととなったが、個々

の受講生の意向や市民大学に対する思いなどをヒアリングするため、個別面談を実施した。	 

●定期的に話し合いを進める中で、今年度は、月桃の活用に関する市民講座、ワークショップ、ハーブ

フェスティバルへのブース出展を行うことで決定した。	 

●7 月 17 日には、1 回目の取組として、月桃の繊維を活用した縄づくり体験講座を実施。９月 26 日に

は、第１回公開市民講座として、沖縄玉水ネットワーク代表者の高平さんによる講座を開催した。	 

	 ３月 13 日にはＷＷＦの関係者による第 2 回目の講座を開催する。	 

●11 月 6 日には、デザインセンターの主催する「ぬちぐすい・月桃染めワークショップ」へ参加し、3

期生の大城さんが講師を務めた。	 

●11 月 22～24 日にかけて開催された「第１回南城市ハーブフェスティバル」において、プロジェクト

の集大成として、活動紹介及び月桃体験コーナーを出展した。	 

●月桃プロジェクトの活動を今後も継続させていくための資金を獲得するために、クラウドファンディ

ング FAAVO にてプロジェクトの支援者を募集し、171,500 円の資金を集めることに成功した。	 

●４月に市民への活動報告及び周知を目的として、「なんじょう市民大学広報誌」を全世帯へ配布予定。	 
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②講座（活動）の流れ	 

内	 	 	 	 容	 講	 	 	 師	 開	 催	 日	 

プ
ロ
ジ

ク
ト
構
築
と
形
成	 

１	 
２年次講座日程説明	 

活動テーマ設定ワークショップ	 

石田俊輔	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
４月８日(月)	 

２	 
上がり太陽プランに応募しよう！	 

提案する事業内容を話し合う。	 

石田俊輔	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
４月 17 日(水)	 

３	 「お宝ハーブ・月桃プロジェクト」企画書づくり	 
石田俊輔	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 

４月 27 日(土)、５月 1日(水)、

１５日(水)、２２日(水)	 

７	 
上がり太陽プラン事業・プレゼンへ参加	 

※6/7 不採択通知	 	 
６月１日(土)	 

８	 ２年次受講生個別面談	 
石田俊輔（なんじょう地域デザインセンター所長）	 

宮城光也（まちづくり推進課市民大学担当）	 

６月７日(金)～	 

	 ６月 13 日(木)	 

９	 プロジェクトを実現させるための話し合い	 
石田俊輔	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
６月 19 日(水)	 

10	 
月桃の繊維で縄づくり体験	 

プロジェクトの今後の活動日程説明	 

石田俊輔（なんじょう地域デザインセンター所長）

大城千春（市民大学 3 期生）	 
７月 17 日(水)	 

11	 「月桃再発見プロジェクト」活動説明会	 
新里善仁、熊谷美喜子、大城千春	 

（市民大学 3 期生）	 
８月７日(水)	 

12	 9/26 の講座開催に向けた話し合い	 	 	 	 	 	 同	 上	 
９月４日(水)	 

９月 18 日(水)	 

  
  
  

実	 

践	 

13	 

第１回公開市民講座	 	 

自然豊かな南城市を子どもたちに残そう！	 

みんなの市民講座～きれいな川のために月桃が役立つ!?～	 

高平兼司(沖縄玉水ネットワーク）	 ９月 26 日(水)	 

14	 南城市ハーブフェスティバルへの参加について	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
10 月９日(水)	 

15	 ぬちぐすい・月桃染めワークショップ	 大城千春（3 期生）	 11 月６日(水)	 

16	 ハーブフェスティバル出展に向けた準備	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 

11 月 13 日(水)､18 日

(月)、20日(水)、21日(木)	 

17	 
第１回南城市ハーブフェスティバルへ	 

市民大学ブース出展	 
二年次受講生全員	 

11月 22日(金)～

11 月 24 日(日)	 

18	 成果発表会準備と市民講座(13 日)の話し合い	 
秋本康治	 

（なんじょう地域デザインセンター所長）	 
２月 27 日(木)	 

卒業式	 	 ３月２日(日)	 

番
外
編	 19	 

第２回公開市民講座	 

「自然豊かな南城市を子どもたちに残そう！」	 

～ＷＷＦしらほサンゴ村の	 

月桃グリーンベルトの取り組みから学ぶ～	 

調整中	 ３月 13 日(木)	 
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③立ち上がったプロジェクト	 

◆月桃再発見プロジェクト	 

【活動の概要】	 

身近にある月桃を活用して自然環境豊かな南城市のよさを生かそう、ということがきっかけでプロジェクト

がスタート。活動の中で、ショウガ科の月桃は根をしっかりはるので、月桃を植えることで畑の土が川から海

へと流れ込んで海の生物に影響を与えるのを防げることを知り、さらに、南部を流れる川の源流の多くが南城

市にあることもあり、昔ながらの知恵を生かして月桃を使う人が増える→月桃を畑の周りに植える人が増える

→畑からの土流出が抑えられて川から海の環境を守れる……というサイクルで月桃を通じて自然環境につい

て学ぶプロジェクト企画した。今年はまず、その第一歩として、月桃を活用する可能性について、市民の皆さ

んと楽しく学ぶ機会を提供した。	 

	 

【プロジェクト参加者】	 

なんじょう市民大学３期生全員	 

	 

	 

	 

	 

【活動内容】	 

Ａ勉強会の開催	 

	 「みんなの市民講座〜川のために月桃が役立つ！？〜」をテーマに、沖

縄玉水ネットワークの高平兼司さんを講師としてお招きし、南城市の川を

中心とした自然環境についての講義をいただいた。講座を通して川につい

て学び、月桃を活用しながら豊かな自然を未来を残す方法について参加者

で考える機会がつくられた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【勉強会概要】	 

日時：２０１３年９月２６日（木）１９：３０〜２１：００	 

会場：南城市役所玉城庁舎２回講堂	 

内容：第１部	 月桃再発見プロジェクトの紹介と提案	 

	 	 	 	 	 第２部	 南城市の川を中心とした自然環境についての講義	 

	 	 	 	 	 第３部	 参加者で意見交換	 
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Ｂ「ぬちぐすい・月桃染めワークショップ」の開催	 

	 	 

【活動の概要】	 

なんじょう地域デザインセンターの実施するワークショッ	 	 

プにて、なんじょう市民大学３期生の大城千春さんが講師を務	 	 

め、月桃染めのワークショップを実施した。月桃はしっかりと	 

根を張り、土をつかんでくれるので、土の流出防止には最適な	 

植物だが、一方で繁殖力が強いので、畑では厄介物にされてし	 

まう。海や川の環境保全に向けて月桃を植えるためにも、まず	 

は月桃を幅広く活用できることを紹介していくことが必要…	 

ということで、「月桃で染める」ワークショップを企画・開催	 

した。	 

	 

【ワークショップ概要】	 

日時：２０１３年１１月６日（水）１０：００〜１７：００	 

会場：デモクラティックスクールみぃち（南城市佐敷字佐敷 53）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Ｃハーブフェスティバルへの出展	 

２０１３年１１月２２日（金）〜２４日（日）の間に、開催された南城市ハーブフェスティバルにおいて、知念

体育館でなんじょう市民大学の活動の紹介を行うブースの出展を行った。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

月桃再発見プロジェクトの活動を

パネルで紹介 
市民大学生から集めた写真で 
モザイクアートを制作 

月桃から取れた繊維を活用して縄

を結う体験を実施 
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Ｄ活動資金造成	 

「クラウドファンディング FAAVO を活用したファンドレイジング活動」	 
月桃プロジェクトの活動の思いを発信し、今後の活動のための資金を獲得するために、クラウドファンディ

ング FAAVO にてプロジェクトの支援者を募集し、171,500 円の資金を集めることに成功した。	 

集まった資金は、月桃の苗をつくり畑の周りへの月桃の定植を進めていく中での、月桃の育苗をするための土

壌整備・月桃の苗をつくるための資材の費用に充てていく。	 

	 

地域×クラウドファンディング	 FAAVO	 

【命の薬】琉球時代から伝わる香り高き『月桃』をもっと地域で活用したい！	 

https://faavo.jp/okinawa/project/168	 

	 

Ｅ今後の活動予定	 

２０１４年３月１３日(木)	 

第 2 回	 公開市民講座	 「自然豊かな南城市を子どもたちに残そう！」	 

～WWF しらほサンゴ村の月桃グリーンベルトの取り組みから学ぶ～	 

	 

	 その他活動予定	 

・月桃活用ワークショップ「月桃の葉を使った料理を作ってみよう！」の実施	 

・月桃の苗づくりユンボなどで畑予定地の整地作業	 

・月桃の苗を畑のまわりに定植	 	 

	 

	 

	 


