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ご近所や地域の人とつながることは大切だと思いながら、いざ始
めるとなると少し面倒に思ってしまう。そんな方は、あいさつ

や立ち話といった「ゆるいつながり」から始めてみてはどうでしょう
か？
問合せ　コミュニティ総務課コミュニティ調整担当☎ 5211-3656

　「ゆるいつながり」が私たちにくれること
　顔を見たときにあいさつし、立ち話ができる。そのような「ゆるいつ
ながり」があることで、いつもの生活にほっこりした安心感を持てるよ
うになります。そして、自分にとって新しい世界につながるきっかけや、
困り事や災害があったときに、声をかけ合える関係の基にもなるので
す。

　「ゆるいつながり」を作るには

1あいさつしてみよう
　町でよく会う人に、あいさつしてみましょう
2調べてみて、 顔を出してみよう
　区内でたくさんのイベントや講座が行われています。区の のイベ
ントカレンダー（右下の二次元コードからアクセス可）や、広報紙の生
活ほっとライン（今号は 11ページ～ 14ページ）などで調べて
みましょう。そして、住んでいる町、関心があるテーマなど、
自分と共通するものがあるイベントに顔を出してみませんか
3一声かけて、 質問してみよう
　どう話しかけたらいいか迷ったら、「よく来るの
ですか」「このあたりのお勧めは」など軽く質問をし
てみてはどうでしょうか

「 ゆるいつながり」のきっかけ作りとなる「ちよだコミュニティラボ」を14面で紹介！

ゆるいつながりを作り、 続けるコツ
●「うまくいかなかったら」
と心配しすぎず、 声をか
けてみる

●「自分と違う」から新しい
ことを知ることができると
ポジティブに

●急には仲良くなれないもの。
関係づくりは慌てすぎずに
●相手に自分と「同じ」である
ことを求め過ぎない

ゆるいつながりのススメ
　今は隣近所と関わらずとも生活できる時代です。しかし、よく
顔を合わす人にあいさつする。地域のイベントに顔を出す。そん
な一時的なつながりを持つだけで、住む町への印象はぐっと変わ
ります。そして、共通するものがある人に一声かけてみてはどう
でしょう。きっと暮らしに新しい彩りが加わると思います。
　立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科兼任講師　広石拓司

「ゆるいつながり」作りませんか

地域の祭りに参加！まずはあ
いさつ！

地域の情報をチェック！

…
…



「ゆず湯」・「朝湯」は
区内公衆浴場へ

　区内の公衆浴場では、冬至の日にち
なんで 12月 22 日（土）に「ゆず湯」を、
1月 2日（水）または 3日（木）に「朝湯」
を行います。
　小学生以下のお子さんは無料です。
家族そろって広いお風呂でゆったりし

広報千代田千代田区コールセンター　☎3264ー3910
サンキューイーワ
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千代田に住み・働き・学ぶ人をつなぐ　ちよだコミュニティ・ラボ

 とき　2月９日（土）13時30分～17時
 会場　区民ホール（区役所１階）
　ちよだコミュニティラボライブは、区内で活動する団体、大学らが集まり、日頃の活動や参加できる
機会を紹介し、意見交換を行う場です。地域での活動を始めたい人、仲間を見つけたい人に
も最適な場です。申込方法など詳しくは、特設 （ http://chiyolab.jp/lablive19e ／右
の二次元コードからアクセス可）をご覧ください。
第 1 部　千代田の活動とつながりの今を知ろう
　地域活動を実践している方がテーマを設定し、自身の活動紹
介や参加者との質疑、意見交換などを行います。区内大学など
による「千代田学」採択事業の研究成果発表も実施します。
第 2 部　まちの“つながり”をデザインしよう
　高齢化や子育て、観光など千代田区のこれからを考えるテー
マや、仲間づくり、運営力強化など、活動の知恵やアイデアな
どを団体の枠を超えて話し合います。
第 3 部　つながりを深め、次へのアクションを考えよう
　参加者同士で協力・連携できること、お互いの活動に参加し
てみることなど、新しい一歩を踏み出すアクションについて話
し合い、シェアします。

　ちよだコミュニティラボは、千代田区の地域コミュニティ醸成支援の一貫として、千代田区に住み、働き、学ぶ人たちが地域で助け合い、
支え合える地域コミュニティを作っていくのに役立つプログラムを実施する事業です。千代田区でコミュニティ作りをしようとする方た
ちを応援しています。 　問合せ　コミュニティ総務課コミュニティ調整担当☎ 5211-3656

千代田区で活動する人たちと出会おう、話してみよう
「ちよだコミュニティラボライブ」

　「ちよだコミュニティラボ」の （ http://
chiyolab.jp ／右下の二次元コードからアクセ
ス可）では、区民による活動アイデアや企画、
町会の取り組み、講座レポートな
どを紹介しています。さまざまな
つながり方を調べてみましょう。

で紹介している活動例
・神田に古くから住む人たちが、町の魅力や活動

を伝える情報誌「神田住みこなしガイド」を作る
・千代田区に多数ある活動やイベントの情報を

シェアできる仕組みを作る
・本の思い出を話しあうことで、近くの人がつ

ながるきっかけを作る
・仕事も家庭も大切にしたい人がお互いを助け

合える仕組みを作る
・子どもの体験を豊かにする活動を広げる
・マンション住民の高齢化で起きる問題につい

て考える会を開く
・インターネットラジオで、町に暮らす人や活

動する人の活動を紹介する番組を作る など

でつながり方を
知ろう

千代田区内ミュージアム連携 展覧会への入口講座Vol.27
温泉～江戸の湯めぐり～

国立公文書館平成30 年度第4回企画展の内容を中心に
時2 月 15 日（金）19時～ 20時 30 分（開場 18時 30 分）
場日比谷図書文化館地下 1階日比谷コンベンションホール（大ホール）（日比
谷公園 1-4）　定200 名（申込順）
内江戸時代に、名所図会などにより情報が広まった
温泉。国立公文書館の企画展の内容を中心に、江戸
時代の資料を取り上げ、人々と温泉の関わりを紹介
師髙橋喜子氏（国立公文書館調査員）　費500 円
申 、電話または直接 1階受付へ
問日比谷図書文化館☎ 3502-3340
https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/hibiya

ませんか。
実施場所　①バン・ドゥーシュ（麹町
1-5-4 ☎ 3263-4944）②梅の湯（神田神
保町2-8-2☎3261-5897）③稲荷湯（内
神田1-7-3☎3294-0670）④お玉湯（岩
本町 2-2-14 ☎ 3866-2306）
実施日　ゆず湯＝①～④いずれも 12
月 22 日（土）、朝湯＝①③④ 1月 2日
（水）② 1月 3日（木）
問地域保健課地域保健係
☎ 5211-8164

障がいのある人×ない人×アーティスト
ポコラートの作品展示

　絵画や彫刻、日用品や廃品などを用いた独自の創作など、これまでに見たこと
のない多彩な表現活動の数々をお楽しみください。

－いずれも－
場アーツ千代田 3331（外神田 6-11-14）
申（アーティストトークのみ）開催日前日の 12 時までに電話または Eメール（12
面記入例参照／障害の有無、介助者同伴などの介助状態も記入）で問合せ先へ
問アーツ千代田 3331 ☎ 6803-2441 ws1@3331.jp

ポコラート全国公募 vol.8 受賞者展～アトリエの一隅から～
時1 月 8日（火）～ 2月 3日（日）11時～18時
内ポコラート全国公募展 vol.8 の受賞者 9名の 11作品などを展示
■vol.8 受賞者によるアーティストトーク
時1 月 12 日（土）14時～ 16時　内受賞者が作品への思いや制作過程を紹介

特別企画展「ポコラート千代田」～ちよだの創作、大発掘☆～
時1 月 8日（火）～ 17日（木）11時～ 18時
内千代田区に関わりのある人々の創作・表現活動の発掘を目的とした作品展 
■ポコラート千代田応募者によるアーティストトーク
時1 月 13 日（日）14時～ 16時　内出品者が作品への思いや制作過程を紹介

　東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、今後ますます増加
が見込まれる外国人観光客。近年増加傾向にあるムスリム（イスラム教徒）観光客
をおもてなしするために必要なことが学べます。
時1 月 22 日（火）14時～ 16時 30 分
場TKP 神田駅前ビジネスセンター（鍛冶町 2-2-1）
対区内の飲食店や宿泊・観光施設の経営者など　定30 名（申込順）
内ムスリム（イスラム教徒）が食べられる食材など、ムスリム観光客対応の基礎知
識を学ぶ。ムスリム観光客の受け入れ対応の体験談などの紹介もあり
師四辻英明氏（日本ハラール協会理事）
申1 月 16 日（水）までに電話または Eメール（12面記入例参照）で問合せ先へ
問（株）JTB日高・小池☎ 6737-9281 a_hidaka037@jtb.com

第2回飲食店が知っておくべき
ムスリム旅行者の基礎知識

☆広報千代田が無料アプリ「マチイロ」または「カタログポケット」で読めます。詳しくは、区のホームページをご覧ください。☆

▲「七湯集」（国立公文書館蔵）

皆さんのアイデアや活動したいことも募
集しています！


