
市内各所で配布中！
中京区内では
町内回覧も
行っています。

「マチビト来たる。」は区民と学生と中京区役所がともにつくり、中京区のまちづくりに関わる

人々と取組を発信するフリーペーパーです。まちづくりに興味があるけど、どうしたらいいか

分からないといった方々の背中をそっと押せる存在でありたいと考えています。
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・スポーツを軸としたソーシャルイノベーションを目指して
・いろんな野菜をもっと身近に！
・マチとヒトに寄り添う
・昔からの住人も、新たな住人も、ともにつながる居場所づくりを目指して
・助けを求めてみたら、楽になった！
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平成 28年度中京マチビトCafé リーフレット

マチビトCaféって
？

みなさんリラックスしながらお話しいただいております。

　中京を愛し、中京のまちを元気にしようと活動してい

るマチビトが集い、参加者の中から出された話し合いた

いテーマについて、ざっくばらんに語り合っていただく

交流の場です。お茶やお菓子を用意しておりますので、

　※区民のみなさんが企画されたまちづくりに関する事業を支援するための補助金

　　「中京区民まちづくり支援事業」を平成 29年度も実施する予定です。

マチビト来たる。�っ
て？

カーや自身の活動を提案しに来られた参加者のみなさんです。

　このフリーペーパーでは、まちづくりに関わる人の

ことを「マチビト」と呼び、彼らが行うまちづくり活

動の応援やその情報発信のために作成しています。

　取材対象者は中京マチビトCaféのゲストスピー

中京マチビトCafe 検索

-1-

ちょっとのぞいてみよっかな！

マチビトCafé

“学びと共鳴編”
って？

　中京のまちづくりに関する特定のテーマを設けて、

ゲストから“学び”、対話で“共鳴”する“学びと共鳴編”

も開催しております。平成 28 年 10 月 20 日に開催

したテーマは「健康長寿」。運動と食を切り口にお招

きしたゲスト稲場百合子さん（2ページ）と平松ようすけさん（3ページ）を紹介しています。
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　より良いスポーツ用品とスポーツの振興を通じて社会に貢献することを企業理念とするミズ
ノ株式会社は、ソーシャルイノベーション（社会的課題に取り組む仕組みの開発）を目指して
長野県木曽町で「地域をつなげるまち歩き」を実施しました。

ミズノ株式会社
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Speaker

スポーツを軸とした
ソーシャル

イノベーションを
目指して

　民間企業としてスポーツを軸に行政と関わりながら、地域住民
の方々に貢献できることとして企画した「まち歩き」。人口減少と
ともに高齢化が進む山間の町で、役場や、住民のみなさんと一緒に、
町をどう活性化していくか考えるところからスタートしました。

地域の人々をつなげる「まち歩き」

　スポーツ用品の製造だけでなく、社会貢献にも積極的に取り組んでいることを知り、ミズノさ
んに対するイメージが変わりました。いろいろな観点から地域と関わることができることを知
り、私にもできることはないか探してみたいと思います！（岡本）

木曽町再発見イベントFB

取材を終えて

　坂道の多い木曽町では、移動手段を車に頼り、運動不足になりがちです。参加者には楽しく体
を動かすことを知ってもらいたいと考え、木曽町の「いいトコ探そう会」・「いいトコ行ってみよ
う会」を企画しました。子どもから高齢者まで幅広い年齢層が集まり、実際に町を歩いて手作り
マップを完成させました。ミズノのトレーナーとともに「より楽に歩ける歩き方講習」も開催し
ました。作成したマップには、地域の方と交流するミッションなど楽しくまち歩きができる工夫
がしてあり、参加者によって地域の魅力が再発見されることになりました。

木曽町の「いいトコ探そう会」・「いいトコ行ってみよう会」

＊今後の展望＊
スポーツを身近な生活の中に取り込むことで人々の健康づくりを推進する
ことにとどまらず、地域でのつながりや居場所づくりにも取り組んでいき
たいと考えています。



平
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　坂ノ途中のパートナーは、若手農業や新規就農者。農地条件
などの理由から少量不安定になりがちな一方、丁寧に農業に取
り組む彼ら・彼女らの野菜はとてもおいしいそうです。坂ノ途
中は、新規就農者をネットワーク化することで、一軒一軒では
少量不安定でも全体として安定供給できる体制を作りました。
挑戦意欲旺盛な農家さんたちは、珍しい品種にも積極的にチャ
レンジ。他にはない品揃えが可能になっています。

『坂ノ途中』の仕組み

　自身のアトピー体質や、幼稚園教諭時代に出会った子どもたちの偏食ぶりをきっかけに、食と健康
について考え始めた平松さん。坂ノ途中で生産者さんとまちに住む人をつなぎたいと奮闘中です。「野
菜には、出始めの『はしり』、『旬』、終わりの『なごり』の時期があります。時期によっておいしい
調理法も味わいも違うんですよ」生産者さんがじっくり育てた野菜のおいしさも伝えています。

まちに住む人へ、野菜を身近に

　一人暮らしをしている私は、「野菜の調理法ってほとんど知らないし、本当に意識しないと適
量摂取するのって難しい…」とハードルの高さを感じていました。そんな中、同じ野菜でも、
はしり・旬・なごりと３回楽しめるというお話は、野菜を身近に考えるきっかけになりました。
これから野菜を楽しみながら摂っていきたいと思います！（三谷）

取材を終えて

＊活動情報＊
中京区にある飲食店『イル・チリエージョ』、『エンボカ京都』にも
野菜を提供しています。ぜひ美味しい野菜の料理を食べてみてください！
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　野菜の販売を通し、環境負荷の少ない農業に挑戦する新規就農者を応援している株式会社
坂ノ途中。身近な野菜のお話をきっかけに、未来へ向けて持続可能な農業の普及に取り組む
仕組みについてご紹介いただきました。

いろんな野菜を
もっと身近に！

株式会社坂ノ途中
（南区西九条比永城町 118-2）

坂ノ途中HP
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　写真館レンブラントには、某魔法学校の図書館風、ビジュアル系牢獄風、お姫様系宮殿風など
舞台装置のような様々な撮影用セットがあります。CMやドラマ撮影などプロ向きにお父さんが
作ったこのスタジオを、娘の可畑さんが地域の方に向けて開放することにしました。

　「昔からまちにあった写真館が減少し、チェーン店ばかりにな
る寂しさを感じています。家族の成長を見守る昔ながらの写真館
の良さを思い出してほしい。まずは気軽にスタジオに来てもら
いたい」と、スタジオ開放イベントを開催することにしました。
2016 年 12 月に実施した『ママ友クリスマスパーティ』にはた

くさんの参加者が集まり、いつも SNS でしかつながりのなかったママたちに直接会ってお話でき
る場を提供することができました。

　スタジオを地域の方に開放することで、新たなつながりの場が
生まれようとしています。どうすれば地域の方に来ていただける
か模索している時に中京マチビト café に参加した可畑さん。積
極的に参加されたことが取材のきっかけになりました。まちの写
真館がチャレンジするまちづくり。人と人をつなぐキーワードに
「写真」を加えてみてはいかがでしょうか。（柴田）
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可畑さんの想い

取材を終えて

テーマパーク型写真館
レンブラント
（石橋町 429番地）

＊活動情報＊
妊婦さん向けのサッシュベルト手作りレッスンを開催！
撮影つきのママ友会の開催も企画中！

レンブラントHP



＊活動情報＊
「三条おやつ会議」…おばんざいづくりを通して、地元のおばちゃんたちと
　　　　　　　　　子どもたちをつなぐイベント。3月 4日（土）開催予定。

注：2016 年 4 月に設立した学生団体。京都工芸繊維大学の
研究室メンバーが授業で使っていた『京町家ににぎ』を
学生なりの視点でもっと活用していきたいと団体を立ち
上げ、『京町家ににぎ』を拠点としたネットワークづくり
に奮闘中。
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　小学生を対象に、週１回『京町家ににぎ』で開かれる教室。2016
年 7月に開講。子どもたちが集まって、勉強したり交流したりできる
場です。月 1回は「流しそうめん」や「ハロウィンパーティー」など
地域の人々を交えたイベントも行われています。

昔からの住人も、
新たな住人も、
ともにつながる

居場所づくりを目指して

学生団体ににぎねっと注のメンバー
『まちの学び家』運営代表

（三条通橋東詰町19）
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まちの学び家って？

　「活動を継続することの大変さを知った」と話しておられ、今まで色々な苦労があったのだと感じました。
活動開始から 7ヶ月ですが、すでに地域の人たちに温かく受け入れられているようです。これからも河西さ
んの活躍に期待です。（中川）

取材を終えて

　昔からこの地域に暮らす人々と、新たに引っ越してきた人々。両者の
交流が少ないという現状を耳にし、京町家を活用して交流の場を生み出
せないかと考えました。そうして生まれたのが、子どもたちを対象とし
た『まちの学び家』です。いきなり大人を呼んでも人は集まらないので、
まずは子どもの交流の場づくりから始めました。ツテがあまりないまま

始めた活動でしたが、最近では定期的に教室に通う小学生も現れ、また、地域の人たちもイベントを手伝ってく
れるようになりました。まちの学び家が少しずつ認知され、地域の人たちが「よく頑張っているね」と声を掛け
てくれることにやりがいを感じています。今後の目標は、交流の輪を子どもから大人へと広げていくことです。

河西さんの想い

ににぎねっと�ツイッターページ
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の会』会員

　魚谷さんが会員として活動を始めたのは、1年前の里親経験。近所の方の「藤袴育ててみない？」という
ひとことをきっかけに、毎朝毎晩、水やりをする生活が始まりました。大切に育てた藤袴が綺麗な花を咲か
せた姿から「自分も藤袴のように強く生きたい」と、藤袴の育成・里親拡大の活動に携わることに。これま
で地域とのつながりがあまりなかった魚谷さんは、銅

どう

駝
だ

学区の自治連合会会長に藤袴普及の協力を求めまし
た。すると、話は銅駝高瀬川保勝会にまで広がり、2016 年 10月に行われた「藤袴アベニューてらまち」では、
高瀬川一之船入でも展示することができました。

魚
うお

谷
たに

照
てる

緒
お

さん

藤袴との出会い

助け合うこと

　魚谷さんにとって、会長への連絡は大きな前進でした。一方で、
自分の踏み出した一歩がどんどん大きくなり、自分の手を離れて
いくことに不安も感じていました。これまで仕事でも「わからな
いことは自分で調べる」という姿勢を取っていた魚谷さんですが、
今回はわからないことは素直に助けを求めてみようと気持ちの変
化がありました。こうして会長や地域の人と何度も助け合いなが

ら、この活動を進めていきました。今の心身ともに豊かな生活は、助け合いを日常的にできるようになっ
たお陰だと魚谷さんは語ります。

＊活動情報＊
『御所藤袴の会』は会員や、藤袴の鉢を預かり育ててくれる里親を募集
しています。gosyo.fujibakama@gmail.com
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助けを求めてみたら、
楽になった！

　藤袴との出会いに加え、高瀬川の清掃活動にも参加することで、人とのつながりを広げていったという
お話を聞いて、毎月「参加してみようかな…」と思っていた清掃活動に私も実際に参加しようと思いまし
た。また、魚谷さんの一歩踏み出した勇気や成果が読者のみなさんに伝わったら嬉しいです。（三谷）

取材を終えて

御所藤袴の会HP



作成段階で多くの人と関わることができました。人とつながることの楽しさ、ま
た、一つのものを完成させる大変さを改めて実感しました。ご協力いただいた皆
様に感謝申し上げます。ありがとうございました！（三谷）

今回取材を担当したミズノさんの健康促進活動がとても素晴らしい内容
なので、どのようにしたら上手く読者に伝わるか意識しながら書きました！（岡本）

2年間「マチビト来たる。」の制作に関わらせてもらい、今回が私にとって最後の活動となりました。読者の皆
さんの心に届くような冊子づくりができるよう頑張りました！（中川）

　素材にこだわった優しいお味の缶詰が並ぶカンナチュール。錦市
場の近くに 2016 年 8月オープンしました。店主の井上さんは、全
国の産地へ出向いて農薬や化学肥料をできるだけ使わない食材を仕
入れ、自社で缶詰にしています。生産現場を身近に感じてもらえる
ようにと、お店の奥では缶詰作り体験もできます。結婚式の引出物
にと、100 個のオリジナル缶詰を手作りしたカップルもおられたと
か。小規模の生産者を応援することで、安心して食事を楽しめる食
卓の実現をお手伝いしたいという井上さん。缶詰屋さんとして起業
する前から料理が大好きで、店頭で缶詰を使ったレシピをたくさん
教えてくださいますよ♪

■発行 中京区基本計画推進会議
中京マチビトコネクションズ■制作

区民スタッフ 学生スタッフ
立命館大学岡見　弘道

柴田　　歩
西村　和代
岩崎　映子
普照　大督

岡本　　瑛
中川明香里
三谷　蒼衣

■協力　谷口知弘・中村伸之・
　　　　京都市まちづくりアドバイザー（深川光耀）

問い合わせ・ご意見は中京区基本計画推進会議事務局
　　　　　　　　　　（中京区役所地域力推進室）
TEL（075）812 - 2421　FAX（075）812 - 0408

本誌をさらにおもしろくしていくためにアンケートにご協力ください。ご回答く
ださった方にはオリジナルクリアファイルかエコバッグをプレゼント！住所・氏
名・年齢・職業・下記質問の答えと、ご希望のグッズを記入し、はがき・FAX・メー
ルからご応募ください。
Q1．どこで「マチビト来たる。」を入手しましたか？
Q2．今号であなたがよかったと思う記事は？
Q3．次号以降で取り上げてほしい情報は？
その他、ご意見、ご感想もお願いします。
宛先：〒604-8588 中京区役所地域力推進室「マチビト来たる。」係
メール：nakagyo@city.kyoto.lg.jp　TEL（075）812-2421　FAX（075）812-0408

読者アンケートに答えて、プレゼントをゲット！

＜ File.017　自然派缶詰カンナチュール＞

　近所にできたあのお店、何したはるんかわからへん。いつ
も見かけるあの石碑、神社仏閣数あれど、由来はほとんど知
りません。謎の多いまち、中京区を学生記者が探検します。
中京区で見つけた人・こと・モノを取り上げるコーナーです。

取材・編集ボランティアスタッフ募集‼
中京マチビト café に参加できる方、学生の取材に同行できる方、
一緒にフリーペーパーをつくってみたいという方は上記アンケート宛先まで
ご連絡ください。お待ちしております！

自然派缶詰カンナチュール京都高倉錦店
錦小路高倉通上ル中魚屋町 508
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