
参加者の声（一部抜粋） 

◆雰囲気が良い。参加者がたくさんい

るので，面白いテーマやアイデアが

たくさんあがる！ 

◆こんな提案にみんなの共感が得ら

れるのか心配でしたがよかった。 

◆大きな輪の中に入れたようでうれ

しい。意欲のある方がたくさんおら

れて力を合わせれば良き事が出来

るような気がしてきました。 

◆種々なアイデアに驚き，世代を超え

た方々と意見交換を通して，充実し

た時間を過ごせました。このような

集いに今後も参加して行きたい。 

 

  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

 

 

  

 

 

 

 ３ 話し合われたテーマ一覧 

４ 今年で５年目！ 

   中京マチビト Cafe 始動！ 

 今年度初となる「中京マチビト Cafe」

が開催されました。 

 参加者の約半数が初めての方で，年齢

も様々。今回も老若男女 20 代から 80

まで，８７名の方にご参加いただきま

した。テーマ募集では２０もの多種多

様なテーマが挙がり，各テーブルでは

時間が足りないほど熱い話し合いが繰

り広げられました。もちろん，屋上庭

園産のハーブティーが並ぶカフェコー

ナーや，ピアノの生演奏，託児も継続。

会場は大いににぎわい，閉会時間を迎

えても議論は尽きないようでした。 

  

１ 「常の会」イベント協力者募集 

２ 
商店街主催の夜店大会ボランテ

ィア募集 

３ お寺でお茶会 

４ 自宅で小さな図書館を作りたい 

５ 救急医療キットを広めたい 

６ ピンピンコロリのまち中京 

７ 英語 deおもてなし 

８ 
マンション建築主と近隣住民の良

好な関係作り 

９ この夏カキ氷します 

10 
「通りの作法」で心地よく楽しく京

のまちなかを歩く 

11 空きスペース活用法 

12 中学生学習支援の発展 

13 
「マチビト来たる。」の宣伝動画を

作りたい 

14 空き家・空き室活用 

15 インテリア×みどり 

16 御所南商店街の魅力発信 

17 Jazz at sanjo スタッフ募集 

18 
ファミリーコンサート・演奏活動協

力者募集 

19 中京区の在宅医療について 

20 寺町通を秋の藤袴で埋めよう 

２ オープニング 
・谷口座長の挨拶 

・プログラムの説明 

２２００１１５５  

第１回 

開催報告 
開催日時：平成 27年 6月 23日（火）      

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：87名（運営スタッフ除く） 

３ 自己紹介 
自分が取り組む 

活動やテーマに 

ついて，語り合いました。 

 

 

５ テーマ別意見交換 
       テーマ別のグループに分かれて 

       意見交換スタート！各テーブル 

       1人ずつのテーマ提案者に対して， 

       テーブルに座った残りの ４人が 

       アドバイスするという形式で意見 

交換を行いました。関心のあるテーマに分

かれて，熱心な議論が繰り広げられました。 

発行：中京区役所地域力推進室（中京区基本計画推進会議事務局）℡075(812)2421 

fax075(812)0408 

１ぷちプレＣａｆｅ     
開始前に自由な 

おしゃべりを楽し 

んでいただく 

ぷちプレＣａｆｅ。 

屋上庭園でとれた 

ハーブティーやピアノの生演奏

でお出迎え。豊かな音色が会

場に響きました。 

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 20 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 



 

 テーマ 内容 

１ 
「常の会」イベント協力

者募集 

「普段使いの京町家で楽しんで頂きたい」そんな想いから和

の伝統文化や地域交流を受け継ぎ常の会を発足。より京町家

に興味をもっていただくためのアドバイスを受け、今後は芸

能・芸事を身近に体感できるイベントを開催する予定です。 

２ 
商店街主催の夜店大

会ボランティア募集 

35 回目夜店大会で今年は何か新しいことをしたいとの想い

で参加されました。興味を示した人々との出会いや「マンガ

ミュージアムとのコラボはどうか」「昔懐かしい商店街の良

さを大事にしてほしい」といった意見を頂きました。 

３ お寺でお茶会 

「伝統的な文化やお寺を再生したい」という想いから、お寺

でお茶会を開催されている村山さん。まだ始めたばかりで集

客や人手不足に悩んでおられます。皆のお茶に対する関心の

高さを改めて感じ，今後はより効率的な運営を目指します。 

４ 
自宅で小さな図書館

を作りたい 

実家を改修して，ただ住むだけでなく本をきっかけとしたつ

ながりの場をつくりたい，とおっしゃる柴田さん。Cafe で場

所を求めている方々と出会い，様々な活用ができそうだとア

イディアが飛び交いました。 

５ 
救急医療キットを広め

たい 

「救急車が来た時，意識がなくても自分の情報を伝えられる

救急キットを用意しよう」という呼びかけを行っています。

意見を受け，キットと併せて緊急用通報ブザーの利用も広く

知ってもらう方が効果的だと今後の活動に繋がりました。 

６ 
ピンピンコロリのまち中

京 

生活習慣を見直し，健康意識を高める取組をされている多根

さん。知識を得る，啓発の場を作る，若い人に興味を持って

もらうことが重要だとアドバイスを受け，今後はただ知識を

身に付けるだけでなく楽しさも見出せる工夫をされます。 

７ 英語 deおもてなし 

外国の方へのおもてなしのため、英語での接客について講座

を行っている藤本さん。様々な意見を受け、今後は英語以外

の言語への対応や、場所の確保、観光客の方が何を求めてい

るのかを深く掘り下げていかれます。 

８ 

マンション建築主と近

隣住民の良好な関係

作り 

「近所づきあいが希薄になっている昨今，マンション建築主

と近隣住民の良好な関係作りを行いたい」という安岡さん。

まずは町内会から始めて次に学区単位での説明会を開く等

横断的なつながり作りが必要だとアドバイスを受けました。 

９ この夏カキ氷します 

「カキ氷プロジェクト」は京都らしい場所で、京都産のもの

を使って、京都にこだわったカキ氷を作ろうという取組で

す。マチビト Cafe で場所を貸している人とつながることが

でき、今後一緒に取り組んでいけそうです。 

10 

「通りの作法」で心地よ

く楽しく京のまちなかを

歩く 

「まちなか細街路の交通問題」について意見交流し，「情報

発信不足」「通り名・駐輪・駐車スペースの案内」「細街路

に車を入れない施策」などの課題が見えました。今後は各方

面関係者との連携も視野に入れて取り組まれていきます。 

テーマ 内容 

11 

空きスペース活用法 空きスペースの活用法についてアイデアを求めて参加され

ました。様々なアイディアを受け活用の幅が広がり「イベ

ントスペースに活用したい」という方とも繋がることがで

きました。今後は情報発信にも努めていかれます。 

12 中学生学習支援の発展 

中学生向けの学習支援を発展させるための方法を意見交流

し、中学校・PTA・自治会・大学に協力を得て、継続的な

取組にしてくなど「今後はもっと地域の学習支援を根付か

せていきたい」と次のステップにつながりました。 

13 
「マチビト来たる。」の宣

伝動画を作りたい 

まちづくりフリーペーパー「マチビト来たる。」をもっと

たくさんの人に存在を知って欲しいと、PR 動画の制作に取

り組んでおられます。頂いた意見を参考に，今後は目的を

明確にし，つながりを大切にした動画作りを目指します。 

14 空き家・空き室活用 

空き家の活用方法について意見交流し，皆が空き家にとて

も興味を抱いているということを発見しました。アドバイ

スを受け，今後は京都のまちで暮らす生活体験など、空き

家活用にも取り組んでいかれます。 

15 インテリア×みどり 

「若い人が興味をもてる“みどり”に関するワークショッ

プを考えたい」とおっしゃる樋口さん。「京都らしいもの

をテーマにする」「参加しやすい場づくり」といった意見

を参考に，今後はワークショップ等も開催していかれます。 

16 
御所南商店街の魅力発

信 

新しく発足したグループのコンセプトや情報発信の仕方に

ついてアイディアを求めて参加されました。Cafe での意見

を基に、今後は「グルメテーマでの情報発信」や「会員限

定での情報発信」を行っていく予定です。 

17 
Jazz at sanjo スタッフ

募集 

三条通のジャズシーンを盛り上げているイベント「Jazz at 

Sanjo」。もっと地元の人に知っていただくため、地元の方

の協力を得たい、とおっしゃる浦谷さん。アドバイスを基

に今後は地域まわりをして PR 活動を行っていかれます。 

18 
ファミリーコンサート・演

奏活動協力者募集 

障がいを持つ子どもたちの音楽療法や、ファミリーコンサ

ート、病院での演奏活動を行っている牧さん。話し合いを

通じて「色々な活動をしている団体との結びつきを強くす

ることが地域活性に繋がる」とアドバイスを頂きました。 

19 
中京区の在宅医療につ

いて 

「住み慣れた我が家で最後まで暮らせるために地域で医療

を広げていきたい」という花田さんは，足立病院の在宅医

療を知られていない現状に，今後はプロモーション活動に

力を入れて暮らしを大切にした医療を提供を目指します。 

20 
寺町通を秋の藤袴で埋

めよう 

絶滅危惧種である藤袴を育て、寺町通に展示する取組をさ

れている馬場さん。東山で似た活動をされている方と出会

い、課題や注意点などを得られました。今後は保育所、老

人施設、カフェなどでも育てていかれます。 

話し合いの内容 


