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042-785-4871 受付時間　月曜日から金曜日 午前9時から午後6時

　　　　　（毎月第三水曜日は午後5時まで）

町田市地域活動サポートオフィス

info@machida-support.or.jp

検 索

TAKE FREE

14年前から始まった町田市を中心に活動するNPO法人や市民活動団体、地域活動団体（町内会・自治会）などが一堂に集い、団体同士・市民

と交流を深めることを目的としたイベント、町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」（以後、「まちカフェ！」）。

今年は新型コロナ感染拡大防止のため、市庁舎を使った大規模開催は行わないことが決定しました。それを踏まえ、どうやって新しい

「まちカフェ！」を開催するか―。今号は、始動した「まちカフェ！2020」の魅力と今後の方針に迫ります。

6月18日、「まちカフェ！」の開催へ向けた準備会をオンラインで実施。

オンライン会議初体験の方も多数いる中、「まちカフェ！」の開催方法や意義を共有し、意見交換を行いました。

ここで挙がったご意見をもとに、今年度の実施方法を決めるまちカフェ！実行委員会が7月16日に開かれます。

以後、毎月第3木曜日に実行委員会をオンラインで開催予定です。

「まちカフェ！」新たな挑戦今月のコンテンツ

2020.07

vol.9サポートオフィス通信
まち“だ”づくりのコミュニケーション誌

Now! 町田市地域活動サポートオフィスの近況

オンラインを活用しながら、7月以降も様々なセミナーの開催を予定しています。皆さまの活動にお役立てください。

「子どもにやさしい町田」を市民の視点から考える

第５回
まち"だ"づくり
サロン

今年度のイベントスケジュールです。
詳細はホームページを
チェックしてください。

今回のサロンでは、〈ユニセフこどもにやさしいまち〉の取り組みをヒントに、
子どもにやさしい町田について考えてみたいと思います。
団体の方でなくても子どもに関心のある方はどなたでも歓迎です。
市の取り組み、世界サミットの報告もヒントに
現在の課題や市民の視点できることをざっくばらんに話しましょう。

Event Schedule

Pick up Event おすすめイベント

2020年

07/21（火）13：00～17：00
＠オンライン開催

第2回 まち"だ"づくりカレッジ
「活動のパートナーと
 お客様を考える」

07/28(火）10：00～12：00
＠オンライン開催

まち"だ"づくりサロン
「子どもにやさしい町田」を
 市民の視点から考える

08/6(木） 10：00～12：30
＠オンライン開催

ファシリテーション
基礎講座vol.3
「場の設計」

08/27（木）13：00～17：00
＠開催地後日決定

第3回 まち"だ"づくりカレッジ
「事業計画を考える」

09/10（木）10：00～12：30
＠オンライン開催予定

ファシリテーション
基礎講座vol.４
「合意形成」

09/24（木）13：00～17：00
＠開催地後日決定

第4回 まち"だ"づくりカレッジ
「広報・情報発信と
 ファンドレイジング計画を考える」

10/22（木）10：00～12：00
＠開催地後日決定

第5回 まち"だ"づくりカレッジ
「最終報告会」

10/31（土）13：30～16：30
＠生涯学習センター ホール
（町田センタービル7階）

人が集まる企画と
チラシづくりのポイント

「今日は活発に意見を出し合う場です。新しい『まちカフェ！』の在り方を
一緒に考えていきましょう」の声で始まった準備会は、30名を超える方にご
参加いただきました。活発な意見交換を通じ具体的なアイディアを出し
合ったおかげで、画面越しではありますが、とても前向きな雰囲気の中で
プログラムが進行しました。グループワーク後の共有時間では、大規模イベ
ントが行えないことを「新しいことにチャレンジするいい機会」と捉えた方
の発表が多く、今後の実行委員会への期待が膨らみました。

パソコンの画面越しにつながった、「まちカフェ！」準備会。
新しい「まちカフェ！」を作る気概に満ちた2時間でした。

18時半からの開始に先立ち、17時半からオンライン会議初心者さん向けの
Zoom活用プチ講座を開催。オンライン会議初体験の方にも、様々な機能操
作に果敢に挑戦していただきました。事務局としても、「まちカフェ！」の準備
期間をオンラインに親しみ、活動の幅を広げていただく機会にしていただき
たいと思っています。また、当日のプチ講座だけではなく、電話や対面でのIT
サポート等を行えるよう検討していますので、ご期待ください。

オンライン会議初心者の方も、安心してご参加
いただけるよう様々なサポートを提案していきます。

次ページからは、準備会で共有した「まちカフェ！」の開催趣旨や意義、
2019年度に参加した団体からお寄せいただいた声等をご紹介します。

7/28（火）10：00～12：00

QRコードをアクセスし必要事項を
入力してお申し込みください。
お申込みされた方にオンライン会議のURLを
メールにてご案内します。

https://forms.gle/mCriiMCYvj6vnyK98
申し込みフォームから

●子どもにやさしいまちモデル都市
　町田市の取り組み
　(町田市役所 政策経営部 企画政策課 吉川 亮平さん)

●ユニセフ世界サミットの報告
　(昭和薬科大学・CFCI委員会委員 吉永 真理 教授)

●ユニセフ日本型子どもにやさしいまち(CFC)
　モデル 検証作業報告フォーラムに参加して
　（せりがや冒険遊び場 岡本 恵子さん）

自己紹介・活動紹介・
感想の共有・質疑・
私たちにできることを考える

第一部 話題提供

第二部 シェアタイム

1996年に始まった、子どもの権
利条約の内容を市町村レベルで
具現化することを目指した活動
です。日本では、2014年8月から
本格的な活動を展開してきまし
た。町田市は、日本型CFCIの指
標づくりの検証に取り組む自治
体の一つです。

市内で活動する方に話題提供し
ていただき、地域や社会の課題を
自分事として考えるきっかけや、
対話を通じて参加者同士が知り
合い、ゆるやかなつながりを作る
ことを目指し開催しています。

参加セミナー名／参加者氏名／
ご所属／連絡先のメールアドレスを
送付ください。

メールから
info@machida-support.or.jp

申し込み方法

参加費

無 料

ユニセフ子どもに

やさしいまちぐくり事業

(CFCI)の取り組みについて

まち“だ”づくりサロンとは

オンライン開催

Pick Up

今年度は

サポートオフィスも

「まちカフェ！」事務局を

担います



まちカフェ!
2019年度参加者の声「まちカフェ！」の開催趣旨やその意義

町田市地域活動サポートオフィスで「まちカフェ！」をメインで担当する
2名をご紹介します。どうぞよろしくお願いいたします。

山根 香
毎月第３木曜日は実行委員会の開催日です。
皆さんと共に、有意義な検討ができるよう準備してまいります。
奮ってご参加ください。

● 第１回実行委員会  07/16（木）
● 第２回実行委員会  08/20（木）
● 第３回実行委員会  09/17（木）
● 第４回実行委員会  10/15（木）
● 第５回実行委員会  11/19（木）

昨年度、「まちカフェ！」に参加した2団体より、感想をお寄せいただきました。
今年度は更に魅力ある「まちカフェ！」にしていきたいですね。

私自身、「まちカフェ！」とのご縁のはじまりは
第5回の実行委員参加でした。毎年、団体同
士や市民の方が新しくつながり“化学反応”が
生まれるこの場が大好きです！今年は新しい
挑戦へのチャンス！変化を楽しみながら皆さん
と一緒に頑張っていきます！！

杉山 亜紀
いよいよ新しい「まちカフェ！」に向けてスタート
しました。例年と比べて「できないこと」よりも
「できること、やってみたいこと」に挑戦できる
チャンスです。準備会でも前向きなご意見が
多く、皆さまと一緒に創り上げていく過程に
ワクワクしています！！

誰もが安心して暮らせるまちを作る際に、今や不可欠な存在で

あるNPO法人や市民・地域活動団体。それぞれが専門性を

もって活動すると同時に、社会課題が複雑化・多様化する中で

必要となってくるのは、お互いの強みを生かし、弱みを補い合え

る団体間の協働ではないでしょうか？

「まちカフェ！」は、その協働を生むきっかけを作る場となることを

趣旨として行われています。

参加団体、「まちカフェ！」ボランティア
“おうえん隊”を募集しています。
参加を迷われている方、検討されている方は、
事務局までお気軽にご連絡ください。

「まちカフェ！」事務局（町田市地域活動サポートオフィス内）

参加団体・おうえん隊募集

法人設立17年、建築とまちづくりの専門家集団として、公平中立な立場で建

築やまちづくり等に関する事業を展開しています。また、空き家のマッチング

など、地域の活性化と発展に寄与すべく活動の輪を広げています。「まちカ

フェ！」は、私たちの事業メッセージを市民の皆さんに伝えたり、他団体の方々

と知り合う機会なので、継続的に出展しています。出展を考えている方には、

「迷ったら、まず出展し体験してみること」と伝えています。参加すると人と情

報の輪が広がり、自らの組織を見つめることにもなります。これは参加の大

きなメリットです。

「まちカフェ！」は、多くの人と交流できて、
自らの活動を深められる場です

名 称
所 在 地

特定非営利活動法人 顧問建築家機構
東京都町田市原町田4丁目9-16 第一ビル3階

電話番号
H P
代 表

042-723-6866
https：//www.komon-aao.org/
前島 正光

準備会で共有させていただいた「まちカフェ！」の開催趣旨や参加意義のほかに、2019年度の参加者の声などを紹介します。

今年度は、新型コロナウィルスの影響もあり、今まで活用して

こなかったオンライン等のITを試す絶好のチャンスとして捉え

ることができます。そのことは、今まで別々の団体で取り組んで

きた経験値を掛け合わせて、全く新しいコンテンツを生みだすこ

とも可能にします。「まちカフェ！」の準備期間を通じて得た経験

値やつながりは、「どんな社会情勢においても活動を続けてい

ける団体」になるための財産になると確信しています。ぜひこの

取り組みを通じ、協働の輪を広げていきましょう。

「まちカフェ！」の準備期間を通じ
変化に対応できる新たな組織の在り方を探ろう

2020年度

◆ 新しい方法での開催について、皆さんのポジティブな意見を伺うことができてよかったです。
◆ 今の状況や他団体の考えを知れたのがよかった。グループワークは話したりないほどで、もう少し時間が欲しかったです。
◆ 初めてのオンライン会議でしたが、思っていた以上にスムーズに進行できた。音声が聞き取りにくい点など、次回の改善に期待します。
◆ 初めてのオンライン。可能性がいっぱいありそうです。
◆ オンラインでのイベント等は今まで想像だにしていなかったので、どんなことができるのか、新しい発想で取り組んでいきたい。楽しみです。

6月18日の準備会でお寄せいただいたご意見

イベント開催を通じ、その先にある
団体同士の「協働」のきっかけを作ります

STAFF MESSAGE

THEME VOICE

1

「まちカフェ！」事務局スタッフのご紹介 SCHEDULE 2020年度 「まちカフェ！」の予定

PROFILE

PROFILE

私たちは、障がいを持つ方が自分らしさを生かし、自分らしく働けるよう、整体

も選べる様々なプログラムを用意した就労支援事業を行っています。

昨年度、利用者様の成長と地域交流に繋ればと考えて初参加。整体とクラフト

のブースを設置したことで、普段は出会えない方々と知り合え、利用者様も

臨機応変な対応ができました。そのことを通じ、利用者様が充実感や達成感

を味わえたのが大きな収穫でした。今年度の出展に対し、すでに利用者様から

色々なアイディアが出てきています。庁舎を使わない開催となりますが、様々

なことに挑戦していきたいです！

普段はなかなか叶わない地域交流や発見が生まれる
「まちカフェ！」に、今年も期待しています

名 称

所 在 地

株式会社Pleasant life
就労移行支援事業所ハンドシェイク
東京都町田市原町田3-8-12網倉ビル3階

電話番号
H P
代 表

042-850-8498
https：//hands-shake.com/
及川 翔

2

042-785-4871 (平日9時～18時）
machicafe@machida-support.or.jp

まだ間に
合います！

「まちカフェ！」
12月上旬（予定）
開 催


