まえがき
2020 年、私たちは、45 年という大きな節目を迎えるはずだった雑居まつりを、羽根
木公園で開催することができませんでした。いつものあの笑顔に、会えませんでした。
そこで、みなさんから、雑居まつりへのメッセージをもらいました。メールや郵送、
FAX などのかたちで、いろんな思いを寄せてくれたみなさん、どうもありがとうござい
ました。
雑居まつり事務局にみなさんからメッセージが届いて、読んでいくうち、45 年の断片
がみえてきました。雑居まつりには 45 年間、毎年、毎年、多くの人たちが関わってきま
した。参加する人にとって雑居まつりとは、年 1 回の大切な楽しみであったり、人生の
転換点だったり、人とのつながりを再確認する場であったりすることがわかりました。
ぜひ、一人一人のメッセージを読んでみてください。まつりに初めて参加した時のこと、
今まで続けてきた決意やよろこび。エプロンや、ポスターや、雑居まつり宣言にどんな
思いが込められてきたかを、知ってください。
新型ウイルスという目に見えないもので、人の笑顔や、地域の大事なくらしがこわさ
れようとしている今だからこそ。今ここにくらす私たちにとって「雑居まつり」とは何
なのか、読み終わったあとに、この議題をみんなで語り合いたい。いつかできるその場
を思いうかべながら、この記念誌をお渡しします。

『雑居まつり宣言』
地域は、生活を営む最も身近で小さな社会集団である。
地域は、コミュニケーションの中からお互いを育て、助け合い平和を愛する心を育てる。
地域は、共通した問題や願いを語り、その解決・実現に向かって行動するエネルギーを生む。
地域は、最も生活に密着した文化を形成する源である。
私たちは、「地域」をこうとらえ、その「地域」で活動する団体によって構成される
「雑居まつり」に次のような思いをのせ、これを『雑居まつり宣言』とする。

１．私たちは、このまつりに自由意思により、主体的に参加します。
１．私たちは、思想信条をこえて語り合い、手をつなぎ合い、このまつりを準備していきます。
１．私たちは、生活者としての市民の立場で連携を広め、社会や環境、平和を考えます。
１．私たちは、このまつりで生命あるすべてのものたちに向けて、
有形無形のメッセージを表現します。
第 45 回雑居まつり実行委員会
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あとがきとして

−若い力−
事務局

近藤 浩

雑居と言えば、「雑居ビル」しか連想できません。しかし、雑居は、いろいろな人が、
いろいろな問題に取り組んでいます。だから、いろいろな人に出会えます。いろいろな
問題に出合えます。まさに「雑居」です。
雑居は、脳性麻痺のため車いすに乗り移動している人が、発案し、区役所との話し合い
を重ねることで実施にこぎつけました。
雑居を創り上げているグループや団体は、
「よりよいまちを創る」という目的で一致し
ています。同じ目的で参加していますが、それぞれ、自由に主義、主張を行っています。
雑居は、世田谷区などから助成金を頂いていますが、手弁当で運営しています。
にもかかわらず、45 年続いています。
なぜなら、若い力が次々と登場し、その若い力がおまつりの運営を支えています。
雑居のひとつひとつの若い力に感謝！

雑居を創り上げ、続けることができた風景がここにあります！
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