
２０１８年3月10日（土） 13：00～17:00 千代田区役所区民ホール

■はじめに
１）挨拶 石川雅己 千代田区長
２）アイスブレイク「千代田区で活動したいこと」～同じ地区の人と話してみましょう！～

■基調シンポジウム「今、変わりつつある千代田のコミュニティ」
神田公園地区連合町会、マンション･コミュニティ･ゼミ参加者から地域の課題と取組を紹介します。

<５つのテーマに分かれて行います>

■テーマ別100人会議 話題提供者による活動紹介＆テーブル・トーク（次頁参照）

<全体で行います>

■全体交流100人会議 「これからの千代田での活動、地域コミュニティとは？」（裏面参照）
テーマ、分野を超えて、参加者全員で交流しながら、今日の気づきとこれからの可能性を対話します

■クロージング

プ ロ グラム

【開催趣旨】
ちよだコミュニティ・ラボライブ！は、「千代田区での活動を始めたい人、地域経験
豊富な人、活動に取り組む人たちが出会い、千代田での暮らしと活動の可能性につい
て対話し、そこから連携や新しい活動を生み出すためのイベントです。
参加者みなさんの一人ひとりの思い、したいこと、できることを分かち合い、新しい
つながりが生まれる一日にしましょう！

第１部 基調シンポジウム「今、変わりつつある千代田のコミュニティ」

変わりつつある千代田区で、これからどのようなコミュニティが求められているのだろう？
「ちよだコミュニティラボ（千代田区地域コミュニティ醸成支援事業）」の取り組みを通してわかった、
千代田のコミュニティの課題と可能性を、地域課題解決支援に参加いただいた「神田公園地区連合町会」
のみなさまや「マンション・コミュニティ・ゼミ」参加者と共に、ご紹介していきます。

■地域課題解決支援
今、地域で何が起きていて、何が本当の課題なのか。
５年後、10年後に向けて何を始めるのか。をモデル地区
の地域の方たちが始めるのをお手伝いします。
今年度は、神田公園地区連合町会が新しい住民の方たち
との関係づくりをさらに進めるお手伝いをしています。

■マンション・コミュニティ・ゼミ
区内各地のマンションから多世代の区民が集まり、
マンションとコミュニティのこれからを考え、自分自身
が必要だと思うプロジェクトを立ち上げてきました。
今年度は５つのプロジェクトが始まりました。

【地域コミュニティ醸成支援事業とは】

これからの千代田区における新しいコミュニ
ティの形を、区民のみなさんの実践を通して
試行錯誤しながら実現を目指す区の事業です。
事務局：千代田区コミュニティ総務課

(株)エンパブリック

http://chiyolab.jp/

本活動を多くの区民の方に知ってもらうため、特設サイト、facebookなどで、
報告する予定です。写真撮影、動画撮影、対話の内容の記録（個人の発言を
特定することはありません）などを行いますので、ご協力をお願いします。
当日は映像広報「わがまち千代田」やマスメディアの取材も入る予定です。
写真撮影などにご懸念のある方は、事務局までお申し出ください。

参加者のみなさまへのお願い 〇本日は多様な立場・世代の方が参加されます。
ご自身のお考えと違う意見もあるかと思いますが、
多様な意見や可能性を尊重し合いましょう。

〇進行役、テーマ進行担当の運営に、ご協力いただ
きますようお願いします。

〇お帰りの際、アンケートにご協力ください。



第２部 テーマ別100人会議

5つのテーマに分かれ、活動実践（または千代田学研究）からの話題提供を基に、テーブル・トークを行い、
テーマや関心、問題意識の近い人同士で交流します。関心あるテーマへ参加してください。

テーマ１
都心の街で子育て・教育を助け合うには？

①大妻女子大学食育ボランティアグループ『ぴーち』
「千代田から元気を発信！食育＆復興支援」

②御茶の水美術専門学校
「社会が必要とする親子共育プログラム」

③秋田県五城目町・千代田区こども交流会
「他を知り、己を知る大切さ」

④就学準備教室りりーふ
「不安を払拭！親子で楽しむ就学準備」

⑤ちよママ
「都会の子育てを楽しく自分らしく」

⑥ Kanda Baby & Kids
「秋葉原地域で休日に子どもと過ごすには？」

【全体進行】 赤石千衣子（しんぐるまざあず・ふぉーらむ）

時 間 プログラム
14:10～14:35 活動紹介 ①～③
14:35～15:00 テーブル・トーク

15:00～15:25 活動紹介 ④～⑥
15:25～16:00 テーブル・トーク

テーマ１
都心の街で
子育て・教育
を助け合うに
は？

テーマ３
街の文化、
記録・記憶を
引き継いでいく
には？

テーマ２
地域、マンショ
ンでの孤立を防
ぎ、つながりを
つくるには？

テーマ５
これからの新し
いコミュニティ
とは？？

テーマ４
街で自分を活か
し、やりがいを
充たすには？

＜テーマ別100人会議の参加の方法＞

１．関心あるテーマを選ぶ（途中移動OKです）
↓

２．テーマのエリアに移動

エレベーターホール

３．テーマでの会議に参加

活動紹介＆話題提供プレゼン
区内で活動する団体、大学の活動紹介
と話題提供のプレゼンテーションを聴
きます。（各団体の開始時間はテーマ
別紹介でのコーナーをご覧ください）

第２部 話題提供団体テーマ別紹介

テーブル・トーク
各団体のテーブルで、活動への質問、
話題提供の内容について、自分のし
たいこと、一緒にできることなど、
交流と対話を進めていきましょう。

展示を見てコメント
プレゼンを聞けなかった、展示のみの
団体に対しては、メッセージシールを
使ってメッセージを伝えよう。
（書ける方はお名前、連絡先も書いて
ください）

活動のいいところ、興味ある
ことを伝えよう

協力、お手伝いできること、
参加したい気持ちを伝えよう

わからないこと、教えてほし
いことを書こう

受付



テーマ３
街の文化、記録・記憶を引き継いでいくには？

時 間 プログラム
14:10～14:35 活動紹介 ①～③
14:35～15:00 テーブル・トーク

15:00～15:25 活動紹介 ④～⑥
15:25～16:00 テーブル・トーク

①海老原商店
「千代田区に残る古民家を活用していくには」

②街いっぱいの長唄事務局
「長唄をきっかけにつながってみる」

③グリーンネイバーフッド千代田を目指す会
「Chee’sが考える千代田のいい！」

④「インターユニバーシティ神保町」実行委員会
「神保町の魅力と将来イメージ」

⑤共立女子大学家政学部 本澤淳子
「千代田大好き！「千代田区子ども検定」

⑥四番町町会 情報誌「四番町防災とまちの歴史」
2018年版制作プロジェクト
「防災と町の歴史をきっかけに地域でつながるには」

⑦神田公園地区連合町会（テーブル・展示のみ）
「町会とマンションの関係、新情報誌の意見交換」

⑧共立女子大学家政学部 宮武恵子（展示のみ）
「神田明神をもとにした浴衣デザイン」

⑨法政大学エコ地域デザイン研究センター（展示のみ）
「千代田における都市の賑わい可視化」

【全体進行】山田ちひろ

テーマ２
地域、マンションでの孤立を防ぎ、つながりを
つくるには？

①半蔵門あるまっぷ実行委員会
「すれ違い際に「こんにちは」といえる街」

②マンション住民の高齢化に備え、区民ができること
「マンション住民の高齢化に備え、区民ができること」

③ NPO都市住宅とまちづくり研究会
「コーポラティブ方式でつながる人とまち」

④法政大学大学院政策創造研究科 上山研究室
千代田学「23区における協働の実態、マンションを
含む地域コミュニティの醸成」

⑤家族介護者サロン ランプの灯
「その人らしさを大切に、支えあう」

⑥日本歯科大学 山崎てるみ（展示のみ）
「おもてなしの歯科診療 多言語説明タブレット」

【全体進行】萩原純子（ひつじの会）

時 間 プログラム
14:10～14:35 テーブル・トーク

14:35～15:00 活動紹介 ①～③
15:00～15:25 テーブル・トーク

15:35～15:50 活動紹介 ④⑤
15:50～16:00 テーブル・トーク

話題提供団体の活動内容、
区民のみなさんと話し合い
たいことは、ラボライブ！
ウェブサイトにも掲載して
います。
http://chiyolab.jp/lablive_member

実行委員の紹介

ラボライブ！は37の団体・個人が実行委員として
の企画、準備、運営に協力しています。
昨年開催した２回プレミーティング、２回の準備
会において、どのような交流の場がいいか、どん
な地域課題があるか話し合いまってきました。



テーマ５
これからの新しいコミュニティとは？

時 間 プログラム
14:10～14:35 活動紹介 ①～③
14:35～15:00 テーブル・トーク

15:00～15:25 活動紹介 ④～⑥
15:25～16:00 テーブル・トーク

①御茶の水美術専門学校 チームB
「多様と平等のデザインをビジュアル化する」

②明治大学 まちづくり道場
「（千代田区のまちづくり事業における）地域団体と
大学生の連携モデルの構築」

③アキバへ恋！
「アキバ文化の可能性? 愛おぼえてますか」

④特定非営利活動法人 生涯学習を推進する会
「社会福祉とボランティア活動」など

⑤ＮＰＯ法人りぷりんと・ネットワーク
「絵本がつなぐ世代間交流」

⑥ちよだ広報部
「千代田区の広報（知りたい情報）は、貴方に届いていますか？」

【全体進行】 新井克巳（りぷりんと・ネットワーク）

テーマ４
街で自分を活かし、やりがいを充たすには？

①NPO法人 シニア大楽
「500名の講師リスト、シニアに笑いを」

②NPO法人地球の友と歩む会
「私でも出来る途上国支援を千代田区から」

③CC×TOKYO
「地元(身近)な資源を活かしながら、一緒に楽しむ
仲間を拡げるために必要なこと」

④ちよだ日本語カフェＳｗａｎ
「千代田区発！国際交流＆地域交流」

⑤プレミアムエイジを「３x３型」で楽しむ会
「退職後を自由時間を遊び・仕事・社会貢献で楽しもう」

⑥法政大学人間環境学部 高田雅之（展示のみ）
「緑・水辺・生き物による千代田区の魅力化」

⑦ワンダーアートプロダクション（展示のみ）
「Hospital Art、Borderless Art」
【全体進行】 及川浩二朗（３＊３会）

時 間 プログラム
14:10～14:35 テーブル・トーク

14:35～15:00 活動紹介 ①～③
15:00～15:25 テーブル・トーク

15:35～15:50 活動紹介 ④⑤
15:50～16:00 テーブル・トーク

第３部 全体交流100人会議 「これからの千代田での活動、地域コミュニティとは？」
参加者全員で、テーマや分野を超えた交流を進めます。新しい人との出会いを楽しみましょう！

★ 16:10の開始までに、テーマ２・３・４のエリアのテーブルに着席ください。
（テーマを超えて、新しい方と座りましょう！）

1. 前半(16:15～16:30)「今日の感想、千代田の現状について感じたこと」
＜メンバーチェンジ＞ 新しいテーブルで新しいメンバーと

2. 後半(16:35～16:50)「これからの千代田で活動したいこと、連携したいこと」
◆クロージング（16:50～17:00）

各テーブルには進
行役の実行委員が
います。
運営にご協力くだ
さい。

主催：千代田区地域振興部コミュニティ総務課
運営事務局：株式会社エンパブリック
お問い合わせ 03-5211-3656（コミュニティ総務課）

mail：chiyoda@empublic.jp

お帰りの際、
アンケートに
ご協力ください
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