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まちだづくりのコミュニケーション誌
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Vol.

これから開催する講座のご案内
自分たちの活動を応援してくれる仲間づくりや活動の幅を広げるため
に必要となる、団体運営力や組織力。それらの力を高める具体的な方

詳細・ご予約は
コチラ！

Now
「町田の農業 〇〇〇」を語り合う
協働の場づくりをサポートしています

法や考え方を学ぶ講座を開催します。
どちらの講座も地域活動に広く
通じた講師に登壇いただきますので、ふるってご参加ください。

7/ 28（木）

13：30〜16：30

Topics

9/ 10（土）

要予約

みんなの想いをカタチにする技術

第16回町田市市民協働フェスティバル
「まちカフェ！ 」実行委員会、始動！
14：00〜16：00

まちだづくりサロン特別編

ファシリテーション講座

Information

要予約

これから開催する講座のご案内

松原明氏講演会

「協力」のテクノロジー
〜「違う」
を大切に協力できる地域をつくる〜

多様な参加者の想いやアイディアを引き出し、行動につなげるための

「多様な人や団体と協力しながら活動を広めていきたい」
「 協働を進

ファシリテーションを実践的に学びます。会議の準備から当日の進行

めたいけど、
なかなかうまく進められない」
と感じている方へ、
「協力の

や板書まで、明日から実践できるファシリテーションの基礎スキルを身

組み立て方」
を体系的に説明します。明日からの活動で誰もが実践で

に着けることができる講座です。

きるヒントを得ることができる2時間です。

会議参加者の想いをもっと引き出したい方

他団体と協力し、
活動を広げたいと思っている市民活動団体の方

多くのアイディアが生まれる会議を開催したい方

これまで協働事業の経験はあるが壁にぶつかっている方

会議の参加者に主体的に動いてもらえるように働きかけたい方

多様な人と協力しながら地域活動をすすめたい自治会・町内会等地域活動をしている方

さまざまな立場の人をまとめる立場にある方

ステークホルダーとともに新しい事業を実施したい企業の方

誰も発言しない、何も決まらないなどの会議を変えたい方

「協力」の技術について関心のある方

PROFILE

1994年NPO法立法を推進するシーズ・市民活動
を支える制度をつくる会を創設。
NPO法、
認定NPO
法人制度、NPO法人会計基準、寄付税制拡充など
の制度創設・改正を推進。現在、協力のテクノロ
ジーの開発普及を行う
「協力世界」
を主宰。著書に
『NPO法人ハンドブック：特定非営利活動法人設
立のための検討事項』、主な共著に
『協力のテクノ
ロジー：関係者の相利をはかるマネジメント』
。

［会場］町田市立中央図書館 6Fホール

［会場］ぽっぽ町田 会議室 1・2
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Now

PROFILE

「対話による協働の推進と未来創造」をテーマと
し、全国各地の国体や博覧会等の市民参加型の
大型イベントにおいて多様なセクターをつなぐ協
働の架け橋やボランティアセンターの役割を歴
任。最近では、Tokyo2020全国都市ボラオンライ
ン交流会の企画・ファシリテーターや町田市で東
京国体（2013）
を契機に結成され現在も活発に活
動している市民ボランティア団体「まちだサポー
講師：平田隆之氏
（NPO法人市民プロデュース理事長）
ターズ」
アドバイザーを務めた。

（町田市原町田3-2-9／JR横浜線町田駅東口から徒歩2分）

近況報告

「町田の農業 〇〇〇」を語り合う、
講師：松原明氏

（町田市原町田4-10-20／町田中央通り沿い 町田駅徒歩5分）

協働の場づくりをサポートしています
下小山田町で自然栽培農園Bamboo Village Farm
（以下Bamboo）

を営む竹村庄平さん。都市農業の地としても注目されている町田
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で、農業を地域活動団体や企業と共に発展させていく方法を考える
地区協議会で活躍している地域の方々が紹介されています！

「ＴｈｅＲｏａｄ町田人」

各地区協議会で活躍されている地域の方々を取材した活動報告集「The Road 町田人」。特集では「2021年の夢の

❶Bambooの活動拠点となる
古民家の庭。右がBamboo農
園主の竹村庄平さん、
左がプラ
ナス事務局長の高井大輔さん。
❷竹村さんよりBambooの事
業内容や今後の展望をお話し
いただき、
意見交換を行いまし
た。
❸プラナスが事業展開され
ている里山ごはん。
Bambooか
ら仕入れている旬の野菜がたっ
ぷり入り、
滋味深い味わいのお
弁当をいただきました。

会を定期的に開催しています。
この会でサポートオフィスとBamboo
閲覧は
こちらから

つづき」
と題し、
まちだ〇ごと大作戦18-20 +1 で実施した事業を地域で続けている方々をご紹介しています。地域に
生きる
「町田人」のストーリーをぜひご覧ください！
（発行者：町田市市民協働推進課）

地区協議会とは？

29

地域の特性と資源を活かして、地区の課題を解決し、魅力の発信や向上に取り組むネットワーク。
活動に興味のある方は、町田市市民協働推進課
（042-724-2783）
まで。

は、
新たなアイディアを考えたり、
人脈作りを行っています。
3回目のこの日は、Bambooの活動拠点となる予定の古民家で開
催。ゲストには、Bambooと同じ下小山田町で福祉施設を運営する

3

NPO法人プラナスの事務局長高井大輔さんをお招きしました。
高井さんからは、Bambooで収穫された野菜を施設の利用者の方
と工夫をこらして加工している農福連携の様子や、それらの素材を
使った里山ごはん事業を始めた経緯についてのお話があり、参加者

検 索

www.machida-support.or.jp
info@machida-support.or.jp

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）

サポートオフィスでは、
このような新たなアイデアが生まれるきっか
けづくりや、業種を越えた意見交換や学びの場をつくるお手伝いを
しています。お気軽にご相談ください。

▼

Bamboo Village Farm（バンブー ビレッジ ファーム）
所在地：町田市下小山田町
https://ameblo.jp/keke0323/

N PO法人プラナス

▼

町田市地域活動サポートオフィス

INFORMATION

全員で今後の展望などの意見交換を行いました。

所在地：町田市下小山田町1532大谷里山農園内
http://npoprunus.com/

Topics

特

集

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！ 」
（通称、まちカフェ！ ）
は、町田市内で活動するNPO、市民活動団体、地域活動団体、ボランティアなどが実行委員会を組織して開催する、2007年から続くイベント。
「地域で新しい活動を始めるきっかけの場」
です。今号では、
まちカフェ！ 実行委員会全体会議の様子と、多様な参加方法を中心にご紹介します。
まちカフェ！ は「違いを乗り越えて一緒に何かに取り組む協働を楽しむ場」、

第16回町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
実行委員会、
始動！
6月16日、市役所3階会議室で開催した第1回まちカフェ！

事例紹介

実行委員会全体会議には、60名を越える方々に参加いた
だきました。前半は開催概要、会則、協定書、予算書の説

まちカフェ！ 参加を、団体運営の

足しました。

参加団体の多くは、まちカフェ！ を単にイベント等を開催するだ
けの「 場 」ではなく、団 体として「 新しい取り組みに挑 戦 する機
会」にしています。
ここでは、
まちカフェ！ の参加を通じて、新しい

実施。
まちカフェ！ の開催意義や団体・町田の未来を見据

チャレンジや活動が活性化した2団体をご紹介します。

明後、参加人数の過半数の承認を得て、実行委員会が発
後半は、まちカフェ！ のテーマを考えるグループワークを

えた熱い議論が交わされ、想いのこもった案がたくさん発

CASE

表されました。
まちカフェ！ 実行委員会事務局を担っているサ ポートオ
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フィスは、まちカフェ！ の準備や開催を通じて、地域で活

就労移行支援事業所 ハンドシェイク
https://hands-shake.com/

イベントの企画立案やおうえん隊とし
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ての ボランティア参 加をすることで、

動を知り、始めるきっかけとなるよう、努めていきます。

日

程 2022年11月26日（土）〜12月4日（日）

会

場 市役所・市内各地の会場およびオンライン

開催体制
主

催：まちカフェ！ 実行委員会（参加団体とボランティアで構成）

共

催：町田市市民部市民協働推進課

事務局：町田市地域活動サポートオフィス

です。また、実行委員会に出席する担

り
「来年度は〇〇もやってみようよ！」
と活発な話し合いが 生まれるように。
昨年度は動画の作成にもチャレンジ
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❶全体会議終了後に参加したみなさんとの記念撮影。
「今年は一緒にイベントを開
催しましょう！」
など、
早くも企画の相談をする方が多かったのが印象的でした。
❷❸付せんを使いテーマ案を出し合うグループワークを実施。
まちカフェ！ の開催を
通じて、
どんなメッセージを届けたいか？と熱のこもった議論が繰り広げられました。

参加に関する詳細とお申込みは、
こちらからどうぞ
団体に所属している方も、所属していない方も様々なスタイルでまちカフェ！
に参加いただけます。たくさんの方のご参加・応援を心よりお待ちしています！

しました。

CASE
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昨年度は学生おうえん隊を受け入れ、活気のある雰囲
気の中、利用者さんと共に企画の立案や動画の作成を
しました。

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社

コレクティブハウス本町田
https://chc.or.jp/

2021年度にまちカフェ！ に初参加し、動画作成

おうえん隊として参加

協賛で応援

チラシの配架や配布で応援

団体として参加し、団体の活動紹介
や商品の販売等のイベントを主催し
ます。今後団体で本格的に実施した
い事業のチャレンジの場としても活
用してください。他団体と協働して企
画を実施するのもおすすめです。

おうえん隊は、
まちカフェ！ の開催を支
えるボランティアです。
昨年度は、
協働
プロジェクトの企画や運営、
チラシ発
送、展示のお手伝い、
イベント取材等
を行いました。1日から数日の参加（ワ
ンデイおうえん隊）
も歓迎です！

まちカフェ！ の運営を支える協賛（一
口あたり個人1,000円、法人・団体
5,000円および会場の提供等）を募
集しています。協賛金は実行委員会
運営活動費として大切に使わせてい
ただきます。

お店や施設等で、
まちカフェ！ のイベ
ントチラシの配架や配布にご協力く
ださい。
イベントチラシの配布は10月
中旬を予定しています。

まちカフェ！
実行委員会役員
からのメッセージ
役員に立候補された5名が、参加
者からの温かい拍手をもって役員
に就任されました。役員の皆さん
からのメッセージをご紹介します。

実行委員長

副実行委員長

安倍正浩さん

大月徹さん

副実行委員長

加藤賢行さん

「まちカフェ！ は町田の誇り」と将来
言っていただけるように、
まちカフェ！

今年度は、約3年ぶりに市役所での開
催が復活します。まちカフェ！ が町田

の新しい歴史をみんなで作っていきた

新しいつながりや気づかなかった発見
をきっと自ら探し出せるはずです。
みな

「出展する人も来場する人も全ての人
が地域の資源なんです」
と再認識でき
る場がまちカフェ！ だと思っています。

まちカフェ！ オープンデー／
広報講座

9/ 1（木）

まちカフェ！ オープンデー／
イベントちらし作成講座

9/ 15（木）

第２回まちカフェ！
実行委員会全体会議

に挑戦！その動画を使ったコレクティブハウス

10/ 6（木）

のオンライン見学会を実施しました。
オンライン
開催をしたことで、全国各地、
さらに海外からの
参加も実現し、
まちカフェ！ の中でも特徴ある世

イベント開催

8/ 4（木）

まちカフェ！ 参加申込
最終締め切り

当職員を毎年交代制にしたことで、職
員の間でもまちカフェ！ の認知が高ま
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詳しくは
コチラ！

8/ 26（金）

利用者さんの 満 足 度が 上がったよう

11月26日は市役所で
様々なイベントを実施
する予定です！

まちカフェ！ の 主な参加・応援方法

実行委員会の他に、
まちカフェ！ 参加
に向けた相談の場やスキルアップに
つながる講座を開催します。詳細や
最新情報は、サポートオフィスのホー
ムページにてご確認ください。

事業所の利用者さんが、まちカフェ！

動するみなさんの新しい挑戦や交流、協働事業を促進し
ます。
また、
まちカフェ！ が多くの市民の方にとって地域活

まちカフェ！ 開催概要

今後の予定

チャレンジの場にしてみませんか？

まちカフェ！ オープンデー／
動画作成講座

界につながるイベントになりました。
今までなかなか着手できなかった動画作成や
オンラインイベントの実施に挑戦できたことで、
メンバー間での打ち合わせが活発に行われ、活
初の開催となったオンライン見学会には22名
が参加。臨場感たっぷりの建物紹介動画の後、
生活の様子を説明しました。

気が生まれました。

副実行委員長

広田悠大さん

監事

紫桃弘美さん

この度、副実行委員長を拝命しました。

まちカフェ！ に参加するようになって3
年。毎回、参加団体や関係する方々が

市におけるコロナ下でのイベント開催

みなさんと一緒に楽しくワクワクできる
まちカフェ！ を作っていけるように頑

いと思います。今年もよろしくお願いし

におけるモデルとなり、未来への明るい

張りたいと思います。気軽に「ゆーだ

ています。今年は役員のメンバーとして

ます。

活動に参加することになりました。人と

一歩を発信していけるように、全力を

い」や「ゆーだい君」
と呼んで頂けると

さんで一緒に心から楽しめる時間を創

尽くして頑張り、
そして楽しみたいと思

嬉しいです！よろしくお願いします！

造していきましょう。

います。
よろしくお願いします。

生き生きと活動する姿に元気をもらっ

人との繋がりが、
より広く、
より深くなっ
ていくであろうと期待しています。

10/ 20（木）

第3回まちカフェ！
実行委員会全体会議

