
参加者の声（一部抜粋） 

■初参加でしたが，入りやすか

ったです。沢山の方がいらし

ていて活気ありますね！ 

■回を重ねるごとに楽しい！

アツい!!面白くなっていて嬉

しい 

■業種，年齢，性別をこえて

色々な立場の方々と出会え

て勉強になる 

 

  

 

 

 

 

１ 今回の目的 

 まちづくりに関わる人々の情報交換･交流 

 プロジェクトの芽， 

まちづくりに関わる人材の発見・発掘 

 

２ プログラム 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                        

 

 

  

 

  

４ 熱気で雪も解けるほど！？ 

  第 3 回中京マチビト Cafe 開催 
  雪がちらつく寒いなか開催された，今年

度最後の中京マチビト Cafe。今年度は，

テーマ提案者１人と，そのテーマを応援す

る“応援者”４人が一つのテーブルに集ま

るスタイルにプログラムを変更して進め

てきました。今回も，各テーマ，少人数で

じっくり話し合うことで議論が深まり，約 90名の参加者の皆さんには楽し

んでいただけたようです。閉会時間を迎えても議論は尽きないようでした。 

 来年度も中京マチビト Cafeは引き続き開催します！どうぞお楽しみに！ 

１ 京都の街を着物でジャック！ 

２ ビブリオバトルをやりたい 

３ 人と動物一緒に暮らす豊かな社
会  

４ 銭湯をもっと元気にせんとう 

５ お月さん 

～天文から月見うどんまで～ 

６ 笑学校!! 

皆の“好き”を教えて下さい 

７ 都心部を盛り上げたい！ 

８ 中京区をキレイに！ 

９ ままこやの開催 

10 若者が楽しめるまち歩きイベント 

11 赤ちゃん，高齢者，障がい児， 

みんなが楽しめるファミリーコンサート  

12 中京区のハザードマップからマチ

の防災を考える 

13 街角オアシス 

14 防災と男女共同参画 

15 屋上緑化とみつばちの環境取組 

16 新しいマンションの方に祇園祭を
支えてもらいたい 

17 【人材募集】外国人観光客向け

の日本料理教室 

18 ヘルシークッキング 

19 二条駅周辺をもっと楽しく！！ 

２ オープニング 
 ・谷口委員長の挨拶 

 ・本日のプログラムの説明 

第３回 

開催報告 

開催日時：平成 26年 2月 7日（金）      

午後 7時～9時（開場午後 6時～） 

場 所：中京区役所 4階第一会議室 

参加者：88名（運営スタッフ除く） 

３ 自己紹介 
自分が取組む 

活動や，興味 

のあることにつ 

いて自己紹介 

しました。 

５ テーマ別意見交換 
1テーブルの人数を 

5人に制限し，19の 

テーマごとに少人数 

で意見交換を行いま 

した。25分間×2セ 

ット，熱心な議論が行われました。 

６ 中京マチビト Cafe延長戦！ 
１週間後の 2/14 に開催された延長戦で

は，話し足りないテーマについてじっくり語り

合う参加者の姿がみられました。 
発行：中京区役所地域力推進室（中京区基本計画推進委員会事務局）℡075(812)2421 

fax075(812)0408 

１ ぷちプレ Cafeで 

 リラックス交流タイム   
自由な交流タイムぷちプレ Cafe で

は，音楽と温かい飲み物で参加者を

おもてなし。ゆったりした時間が流れ

る中，皆さん交流を楽しんでいました。 

４ 意見交換のテーマを募集！ 
次に行う意見交換のテーマを会場から募

集。会場の皆さんから 19 ものテーマが提案

されました。 

マイノリティが受け入れられ，自立・自律して生活が送れる

ような世の中に近づけたいと語る話題提供者。男女で認識・

常識の差が大きいということに気づき，目的ややるべきこと

を理論的に考え，優先順位などについて意見交換を行った 

３ 話し合われたテーマ一覧（詳細裏面） 



 

 

テーマ 内容 

１ 京都の街を 

着物でジャッ

ク! 

みんなが着物を着て出掛けたくなるようなイベントをやりたい！と

いう話題提供者。まずは着物を着ることに対してのハードルを下げ，

着物を着る人を増やす一方で，着物が着られない人でもイベントに

参加できるような工夫が大切だといった意見が寄せられた。 

２ ビブリオバトル
をやりたい 

自治会活性化のため，幅広い世代の方に参加していただける交流の

ツールとしてビブリオバトルを開催したいという話題提供者に対

し，ビブリオバトル経験者の方々が集まり，具体的な実施方法や様々

なバリエーションのアイデアが寄せられた。 

３ 人と動物 

一緒に暮らす

豊かな社会 

京都府や京都市の動物愛護センタースタッフとして活動してきた話

題提供者は，ペットの殺処分が 22 万頭にも及んでいることを憂慮。

飼い主のマナー向上や子どものときに動物との関わりを学ぶこと，

動物病院との連携やパンフレットの配布など，地道な活動が必要と

いうことを呼びかけていた。 

４ 銭湯をもっと

元気にせんと

う 

コミュニケーションの場である銭湯の減少をなんとかしたいという

話題提供者。集まったメンバーで市内各地の銭湯情報を交換して盛

り上がりつつ，銭湯の減少についての現実を確認。次のステップと

して，銭湯を元気にするイベントをしようと呼びかけていた。 

５ お月さん 

～天文から月

見うどんまで～ 

“雪月花”，“花鳥風月”といわれるほど日本人の心の奥まで染み

込んだ「お月さん」を味わい尽くすコミュニティを作り上げたい話

題提供者。「色々な話が聴けてまだまだお月さんの話を続ける意欲

がわいた」というほど，様々な話が寄せられた。 

６ 笑学校！ 

皆の“好き”を

教えて下さい 

自分の個性を生かし，それを他の人に教えることで集まるみんなが

笑顔になれる場として「笑学校」を開催したいという話題提供者。

面白いコトをしている“先生”をどんどん見つけ，元立誠小学校で

開催したいということが次のステップとして挙げられた。 

７ 都心部を 

盛 り 上 げ た

い！ 

チェーン店が核となって集客している都心部の現状は，京都らしさ

が失われているのではないかという危機感を感じている話題提供者

は，京都ならではの魅力的な地域として都心部を盛り上げていくた

めに，色々なアイデアや都心部で何かしたい人を募っていた。 

８ 中京区を 

キレイに！！ 

京都に引っ越してきてゴミの分別の甘さに驚き，観光都市として街

をどんどんきれいにしていくため，実質的な活動を広げるためのア

イデアが欲しいという話題提供者。Facebook で仲間を集めるとい

う事や，自分でゴミ拾い活動や門掃きなどをしている人などが集ま

ってみる，といったアイデアが寄せられた。 

９ ままこやの開
催 

 

育児に不安を抱えるお母さんの為に，赤ちゃんの運動発達等につい

てアドバイスなどを行う「ままこや」を開催したいという話題提供

者。地域や育児に関わる様々な団体とのネットワーク，人脈をひろ

げたいと，赤ちゃんや子どもの成長に興味がある方を募っていた。 

10  若者が楽しめる
町歩きイベント 

毎年開催しているまち歩きイベントに若者をもっと呼び寄せたいと

いう話題提供者に対し，まち歩きにテーマやストーリー性を持たせ，

見どころや地域の文化に触れられるポイントを設けるなど，歩くこ

とを楽しむ仕掛けが必要だといったアイデアが寄せられた。 

テーマ 内容 

11 赤ちゃん，高齢者， 

障がい児，みんなが

楽しめるファミリ

ーコンサート 

幅広い世代の方が楽しみながら交流できる，アットホームなコンサ

ートを開催されている話題提供者。活動を広げるため，実行委員会

を作ってチラシの配架などを行政機関や公共施設にお願いすると

いった，広報活動を積極的に行うなどのアイデアが出され，取組を

広げる活動に協力してくれる方を募っていた。 

12 中京区のハザ

ードマップから街

の防災を考える 

自分達の住んでいる場所は地震や水害でどのような危険があるの

かを考えたいという話題提案者は，過去にどんな災害が起こった地

域なのかを考えて備えることが大切だという意見をふまえ，今後も

一緒に防災について考えてくれる方を募っていた。 

13 街角オアシス 子どもをテーマに様々な方が語り合う場を近所同士で作ることで，

地域に繋がりを生みだしたいという話題提案者。多くの人が参加し

たいと思うビジョンをはっきり語ることの必要性を認識し，具体的

に語り合える場所を探すことを次のステップとして挙げていた。 

14 防災と 

男女共同参画 

地域の防災に男女共同参画の視点を入れていくためのアイデアを

求めた話題提供者に対し，次のステップとして，京都全体で共有で

きるような，女性の視点からの避難所運営マニュアルの作成に取り

組むなどのアイデアが寄せられた。 

15 屋上緑化と 

みつばちの環境取組  

緑化のボランティア活動に取り組む仲間を増やし，多くの人に緑化

に関心を持ってもらえる取組のアイデアを求めている話題提供者。

意見交換を通じて，話題提供者の取組に関心を持った４名の方が活

動体験に参加することになった。 

16 新しいマンション

の方に祇園祭を

支えていただき

たい 

祇園祭の山鉾を持つ町内在住の話題提供者。新しいマンション住民

にも祇園祭を支えてもらいたいとのこと。現在取り組んている町内

で所蔵する古文書の電子化などを利用し，町内の歴史や魅力を学ぶ

交流会の開催などを通じて新住民と接点を持つといったことが次

のステップとして挙げられた。 

17 外国人観光客

向けの日本料

理教室 

外国人観光客向けの日本料理教室を開催するため，現場で働いてく

れる方の探し方についてアイデアを求めた話題提供者。参加者から

アドバイスを受けつつ，料理教室の開催に向けて，英語が得意で明

るい方や，そうした人を知っている方を募っていた。 

18 ヘルシークッキング  季節感あふれる京都の伝統料理を作って食し，若い世代に伝える活

動をしている話題提供者に対し，更に活動を広げるため，若者にタ

ーゲットを絞ったヘルシークッキングの開催や京都の伝統料理カ

レンダー作りをしてはどうかといったアイデアが出された。 

19 二条駅周辺を 

もっと楽しく！！ 

二条駅の，特に西側をもっと賑やかにしたい話題提案者。買い物客

を集めるだけではなく，周辺地域の人々が交流し，憩う場所として，

人々の繋がり作りのストーリーを持って進めていくことが大切だ

といった意見が出された。 

話し合いの内容 


