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公開講座レポート 
 

＃01「ワークショップデザイン論から学ぶ、人を巻き込む問いの練りあげ方」 

 

8/26（土）、“みんなごと”のまちづくり推進事業 活動進化プログラムの 

第１回目の公開講座が開催されました。 

 

“みんなごと”のまちづくり推進事業は、 

京都がもっとよくなる、もっと住みやすくなる提案を、市民から募集し、行政と民間が一体となって

実現を目指す協働事業。全 5 回の公開講座では、すでに提案をしている方、または、これから提

案しようと考えている市民に向けて、企画、広報、資金調達の手法を学んで頂きます。 

 

 

第１回目となる今回は、 

「ワークショップデザイン論から学ぶ、人を巻き込む問いの練りあげ方」がテーマです。 

 

「こんな文化を次の世代に残していきたい！」 

「悩みを抱えている人のこと、もっとみんなに知ってほしい！」 

 

想いを持っていても、一人で実現するのは難しい。そんなとき、適切な問いかけが、周りにいる人

達のやる気を高め、上手く巻き込んでいくきっかけにもなります。 

 

そんな問いかけは、どうすればできるのでしょうか？ 



 

講師はワークショップデザインとコミュニティに関する学びが広く深く、 

しかも楽しくハードに教えてくださる安斎 勇樹さんに東京よりお越し頂きました。 

 

 

講義では、ワークショップに関する基本知識から問いの作り方まで、多様な事例を交えながらお

話頂きました。 

 

 

ワークショップと問い 

 

ワークショップというと、ちょっとした実習や付箋と模造紙を使った作業を思い浮かべる人も多いと

思いますが、社会の変化にも関係する 100年の歴史がある手法だそうです。 



 

 

時代背景が、工場的思考から工房的思考に変わっていく中、 

工房的思考の手法としてのワークショップは、芸術、教育、産業、まちづくりなど、 

様々な領域で、ずっと「新しい手法だ！」と言われ取り入れられてきたのです。 

 

そんなワークショップを安斎さんは「普段とは異なるものの見方から発想するコラボレーションに

よる学びと創造の方法」だといいます。 

 

そして、この学びと創造を生み出すためには、「良い問い」が非常に重要だとのこと。 

 

大学生を対象に行ったワークショップの実験では、 

「レゴを使って、居心地が良いカフェをつくる」という課題と 

「レゴを使って、危険だけど居心地が良いカフェをつくる」という課題を与えられたグループ内で会

話がそれぞれどのように展開されたかが研究されました。 

 

前者の学生は「居心地の良いカフェとは？」という問いを考え、 

後者の学生は「危険だけど居心地が良いカフェとは？」という問いを考えることになります。 

このワークショップの実験で見えてきたものは 

後者の方が明らかに会話の連鎖が多く見られ、沈黙時間と数多くの没作品を生み出しながらも、

会話のゆりかごが続いていったということでした。よりワークショップの良さを引き出す問いとなっ

たのです。 

 



このほかにも、安斎さんは、様々な実例と合わせて、問いの重要性や立て方を、丁寧に紹介して

下さいました。 

会場では A4の紙が配られ、「大学生にお金との付き合い方を深める、一連した 3つの問い」を考

える課題が与えられました。 

 

参加者が考え込む中、半分雑談のように、安斎さんがヒントを伝えていきます。 

 

・教えてやろう。気づかせてやろうと思わないこと。 

・一連の問いの中で、どこにピークをもってくるか？ 

・大学生にとってのお金に関するキーワードを書き出してみる。 

・テーマから感じ取るネガティブな側面とポジティブな側面を書き出して、矛盾を探す。 

・自分が無意識に前提としていることがあるんじゃないか？ 

 

それぞれが考えた問いを近くの人と共有する場面では、 

「お金という単位がなくなったら？」「新しいお金のルールを考えるとすると？」などの問いがでま

した。 

 

単発の問いはでるが、それを３つの問いでどう組み合わせるのか？ 

教えてやろうとしない問いというのは何か？といった事が話し合われ、 

自分の価値観の偏りが、どうしても問いに反映してしまう。。。 

などと考え込む時間も多く、問いを立てる人が一番大変だという安斎さんの言葉を実感しました。 

 



 

 

一人では解決できない課題があるから、みんなでやる。 

 

実現したい想いがあるけれど、１人では出来ない、 

周りの仲間を巻き込みながら、何らかのコミュニティを作り、実現を目指していきたい。 

 

講義では、コミュニティの特徴として、長期的な活動の継続を前提としていること、コミュニティのメ

ンバーにはレイヤーがあり、入れ替わりが起きること、周辺参加者の存在や専門性や志向性の

様々な人が必要であること、といった要素を伝えたうえで、参加している人、または、参加してほ

しい人に対して、それぞれにデザインされた問いかけをしていくことが大切だと言います。 

 



 

 

様々な切り口から話される問いの立て方に、参加者は考え込んだり、メモを取ったり、話に聞き入

ったり、４時間という比較的長い講座にも関わらず、集中力が切れている様子はありませんでし

た。 

 

ここで、講義は再びワークの時間となります。 

自分が何を実現したいのか、自分がどんな問いを持っているのか、 

周りを巻き込むにはどんな問いが良いのか、を言葉にするワークです。 

参加者は事前に配られた紙に「私の中心的な問い」1 つと「関連する問い・ブレイクダウンした問

い・サブ的な問い」５つ程度を考えて記入していきます。 

 

このワークにおいても、安斎さんは参加者にヒントを出していきます。 

・中心的な問いは、日常の中で自分が長期的に考えていきたいと思えることでもいい。 

・未来志向に考えることで、社会環境の変化に結び付ける問いにしてみる。 

・これから巻き込みたい人を考え、その人にどう問いかければささるのか？ 

 

書き終えた後は、会場全体を動き回って、 

自ら掲げた問いについて、他の参加者と共有する時間となりました。 



 

 

私がお話した方の中には、自転車が好きで自転車が邪魔者扱いされないよう、歩行者や車との

共存を考えておられる方や、自分の描くグラフィックレコーディングを見てすごいっと言ってもらえ

るのが嬉しいという方がいらっしゃいました。問いの話から自分の性格の話になったり、違う世代

の反応が良いフィードバックになった人もいたようです。 

 

 



参加者の感想 

・ワークショップをする事前準備、別角度でみることの大切さ、問いが一方通行になっていないか、

端辺的な問いばかりになってないかなど考えること、また周りと共有して再検討することが大切だ

と思いました。 

 

・問いの立て方に対する考え方、よりよい問いをするために、問いをチェックする際の視点が得ら

れた。 

 

・問いの立て方、言葉の使い方によって方向性が変わるなということを改めて感じました。場作り

は事前準備がまず大事で、さらに場を見ながら柔軟に変えていくことが大事なんだと思います。 

 

・まずはタフな問いを立てること。自分の言葉で、その理由を伝えられるようになりたい。 

 

・「ワークショップ＝ちょっとした体験、実習を伴う集まり」というレベルでとらえてきましたし、今もそ

う理解している人が多いと思います。しかし、「ワークショップ」をなぜ行うのか、の明確な考え方

から導かれる「実践」ということを本気で考える必要性、必然性が理解できかけていると思いま

す。 

 

会場の後ろ側では、 

鈴木さよさんにグラフィックレコーディングをして頂きました。 

 

 



 



 

 

ワークショップの問いのデザイン、いかに学びと創発を生み出すか？をテーマにお話しいただい

た今回の講座。 

次回は 9/15(金)に「チャリティー総額 1000 万を超えた、社会起業家の広報術」をテーマに

JAMMIN合同会社 Co-founderの高橋佳吾さんにお話しいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＃02「チャリティー総額 1000万を超えた、社会起業家の広報術」 

 

9/15（金）、“みんなごと”のまちづくり推進事業 活動進化プログラムの 

第 2回目の公開講座が開催されました。 

 

“みんなごと”のまちづくり推進事業は、京都がもっとよくなる、もっと住みやすくなる提案を、市民

から募集し、行政と民間が一体となって実現を目指す協働事業。 

 

全 5 回の公開講座では、まちづくり・お宝バンク に提案をされている方、または、これから提案し

ようと考えている市民に向けて、企画、広報、資金調達の手法を学んで頂きます。 

(※みんなでつくる京都 まちづくり・お宝バンク) 

 

第 2回目となる今回は、 

「チャリティー総額 1000万を超えた、社会起業家の広報術」がテーマです。 

 

 

事業を進める上で必ず必要となってくる広報活動。 

SNSで誰もが簡単に発信できるようになった時代に、 

より多くの人に知ってもらうにはどうすれば良いのでしょうか？ 

 

今回の講座では、JAMMIN合同会社 Co-founderの高橋佳吾さんをゲストに迎え、 

会場が一体となって考え、伝え合う場となりました。 



JAMMINは 1週間限定販売のチャリティー専門のファッションブランドです。 

 

毎週 1 つの NGO/NPO を取り上げ、それぞれの団体の 

ビジョンやポジティブなストーリーからインスパイアされ、  

デザインした T シャツを 1 週間限定で販売されています。 

 

全ての商品の売上の一部（Tシャツ 1枚につき 700円）が、 

毎週のチャリティー先 NGO/NPOに寄付されます。 

 

講座では、タイトルである 1000万よりさらに 400万以上増えた、 

チャリティー総額 1400万を超えた JAMMINの事業が広がってきた過程を、 

広報的な視点からお話しくださいました。 

講義は JAMMINの創業に至るまでの話から始まりました。 

 

高橋さんは新卒で建設コンサルタント会社に入社し、 

途上国での上下水道の整備など国際開発のお仕事されていました。 

 



仕事で訪れた、フィリピンのスラム街の光景を目の当たりにした時、 

自分は何年何十年かけて解決しようとしているが、 

今目の前で起きていることは解決出来ない。そんな葛藤を覚えたそうです。 

 

そんな中、支援先の NPOの Tシャツを作るというアイデアに至ったのは、 

NPO とは無縁である、六本木のクラブでの経験だと言います。 

自分の仕事の話をする時に、伝え方一つで「NGOや NPOの活動はすごくモテる」 

ことを実感する中で、実は NPOの活動でも世の中に知られてない活動がいっぱい 

あって、それを世の中に発信することは NPOにとっても、 

社会にとっても良いことなのではないかと思ったそうです。 

 

今回の講座の参加者から事前に頂いた質問に、 

広報の一歩目は何をしたのか？という問いがありました。 

 

これに対して高橋さんは、NPOに一つ一つ直接アポイントを取って Tシャツを作っていったと答え

ます。 

NPOのコアなファンをターゲットに「NPO さんに紹介してもらった JAMMIN」 

という位置づけで認知を増やしていったということでした。次第に周囲からは、 

「毎週、週替わりで Tシャツ作っている、へんてこな兄ちゃん達がいるぞ」 

という風に知られていったといいます。 

そこからは現在では、NPO業界のライトなファン（寄付はしていないが、SNSにいいね！や、 

フォローしている人、テーマに共感しそうな人）をターゲットとされているようで、 

そういったターゲットに対しても、直接アプローチしているそうです。 



少しずつ手間を掛けてやってきたことが、 

大きな資産となって幅広い人に寄付を集める要因となったと言います。 

 

講義の中では「泥臭さ」という言葉が何度も聞かれましたが、 

「誰に」対して発信していくのか？ということを明確にすることで、 

より着実に認知を広げていく足掛かりとしているように思いました。 

 

 

広報のアプローチ  

 

多くの NPOはビジョンやミッションを最初に伝えがちですが、 

具体的な活動を最初に伝えることで広報効果を高められるといいます。 

 

 

それは、受け手にとっては、具体的な活動の方が、イメージしやすく、 

わかりやすいからです。 

この「わかりやすさ」は、広報を行う上で重要なことだと言います。 

 

「ギャルが説明できるか？」 

高橋さんが何度か口にした言葉ですが、 

多くの団体が「シンプル」に伝えるという部分に苦労されているように思います。 

 

様々な情報にアクセスし比較できる、簡単に人が動いてくれない時代においては、 

「誰でも口にしやすい」ということが大切になるのです。 



と、同時に、想いを持って取り組んでいるソーシャルな活動だからこそ、 

「なんとなく良い。カッコいい」といった共感を与えられやすく、 

JAMMINでは、プロジェクトをシンプルに伝えた上で、 

NPOのストーリー、そこからインスパイアされたデザインの T シャツ、 

JAMMINの想いを載せて伝えることで、共感を得られる発信につなげられています。 

 

この他にも、広報する上で意識していることなどをお話しくださいました。 

 

講義の終わりの質問タイムでは、チャリティーという言葉に対して 

あまりポジティブなイメージを持っていない人に対してはどのように広報するのか？ 

といった質問も上げられました。これに対しては、現時点ではターゲットとしていないが、 

もっと長期的な時間とお金をもって挑戦していく課題ではあると答えていました。 

 

参加者から数多くの質問が投げかけられ、 

ビジネスモデルや購買層など、事業に関する質問なども多くありました。 

 

 

 

後半は RUN伴 2017京都実行委員会の田端さんと城山さんに活動についてお話しを伺いつつ、 

会場にいる全員で RUN伴の広報について一緒に考えてみるという試みがなされました。 



http://runtomo.org/ 

 

RUN伴は、10/22（日）に開催される、認知症の人や家族、支援者、 

一般の人が少しずつリレーしながら一つのタスキをつなぎゴールを目指すイベントです。 

イベントを通して、自分の暮らす地域の人たちと出会い、お互いについて知ることで 

「認知症になっても安心して暮らせるまち」を目指し活動されています。 

2011 年に北海道から始まり全国に広がった取り組みで、京都では 2014 年から開催されていま

す。 

田端さんと城山さんは京都における実行委員として、地域の方に認知症のことを知って頂きたい

とのことでした。 

 

 

http://runtomo.org/


会場からは 

オレンジの根拠は何か？コースはどのように決まるのか？ 

どういった参加の仕方があって、参加者が増えることで何を期待しているのか？など 

講座参加者が外部の視点となって、数多くの質問を投げかけました。 

 

RUN伴という取組みを一つの例としながらも、 

どんな団体、個人でも抱えている広報に関する 

漠然とした課題感を体感し、考える場となりました。 

 

その後のワークショップでは、近くにいる人とグループとなり、 

RUN伴の取組みを若い人に伝える方法について話し合いが行われました。 

 

それぞれのグループの発表では、 

オレンジのものを身近な人に渡す。コースを迷うことを楽しむイベントにする。 

忘れてしまった出来事を歌と映像にする。左右違う靴を履く。 

といったアイデアが上がりました。 

 

私が参加したグループでは、具体的なアイデアを出すことが出来ず、 

認知症を自分事として考えるにはどうすればいいか？  

このイベントが地域の人々にどのように影響を与えるのか？といったことが話し合われました。  

 

いくつかのグループでは、具体的なアイデア出しにたどり着くまでに疑問にぶつかり、 

広報における難しさを実感しているようでした。 

 



高橋さんからは、ターゲットは考えていないとした上で、 

ドラえもんのかぶり物して走る。VRで認知症を体験してもらう。 

左右違う色の靴を履くのをインスタでアップしてもらう。 

といったアイデアが示されました。 

 

RUN伴実行員会の田端さん、城山さんには、ご協力頂き誠にありがとうございました。 

 

参加者の声 

・後半のワークで皆のアイデアが大変面白く、刺激を受けました。 

認知症に対するイメージが変わりました。 

・今作っている団体紹介リーフレットの構成を少し変えてみようと思います！ 

・サービスの受益者、やまったく関係のない人の視点をおもんぱかる。 

課題意識を持たない人にも話をしてみる。自然に話が出来るスキルを身につける。 

・広報の仕方で、簡単で分かりやすいキャッチをつけるということを注意しようとなった。 

 

グラフィックレコーディング 

今回もわかりやすくて、見ていて楽しいグラフィックを鈴木さよさんに描いて頂きました！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「チャリティー総額 1000万を超えた、社会起業家の広報術」をテーマに開催された今回の講座。 

次回は 10/20(金)に「資金調達の経験から見えてきた、共感するビジョンの必要性」についてお話

頂きます。 

 

 

 



＃03 「資金調達の経験から見えてきた、共感するビジョンの必要性」 

 

10/20（金）、“みんなごと”のまちづくり推進事業 活動進化プログラムの 

第３回目の公開講座が開催されました。 

 

“みんなごと”のまちづくり推進事業は、京都がもっとよくなる、もっと住みやすくなる提案を、市民

から募集し、行政と民間が一体となって実現を目指す協働事業。 

全5回の公開講座では、まちづくり・お宝バンク に提案をされている方、または、これから提案し

ようと考えている市民に向けて、企画、広報、資金調達の手法を学んで頂きます。 

(※みんなでつくる京都 まちづくり・お宝バンク) 

 

第３回目となる今回は、 

「資金調達の経験から見えてきた、共感するビジョンの必要性」がテーマです。 

 
 

プロジェクトの実現に必要なものの中の「資金の調達」は、 

多くの団体が抱える悩みの１つ。 

今回は、クリエイティブなプロジェクトや、社会課題の解決に対して、 

クラウドファンディングサイトを提供する「READYFOR」株式会社の 

富澤由佳（とみざわ・ゆか）さんと、 

みんなと共に夢を実現するための計画づくりを考えていきます。 

  

クラウドファンディングサービスReadyfor（以下Readyfor）は、 

プロジェクト件数と達成数で日本一となっている 

日本最大規模のクラウドファンディング型プラットフォーム。 

「誰もがやりたいことを実現できる」へのこだわりを非常に強く持っていらっしゃいます。 

https://tsukuru-kyoto.net/bank_index/


同社では、「やりたいことをやるべき、世の中に出してみないとわからないから」 

という考えのもと、目標金額達成へのサポートを全力で行っています。 

  

その中でも富澤さんは8月に立ち上がったばかりの部署、 

地方創生事業部で、「クラウドファンディングをしたい！」という方へ向けて 

相談に乗ったり、アドバイスをされたりしています。 

 

 

 

今回の講座では富澤さんより、クラウドファンディングの仕組みとリスク、 

成功の共通点に至るまでとってもわかりやすくご講演いただきました。 

クラウドファンディングとは「一般の方からお金を集める仕組み」。 

しかし、「お金が欲しい！」と伝えるだけではお金を集めることはできません。 

一体どうするのでしょうか。 

 

 
 

【クラウドファンディングの仕組み】 

仕組みの中でも重要なポイントの一つが「リターンを設ける」こと。 

３種類あるリターンのうち、日本でもReadyforでも最もよく使われるものは 

お金ではなく物や権利がかえってくる「購入型」のリターンだといいます。 

この購入型は支援金額や権利などの内容を自由に決めることができるので、 

使い方ひとつでいろんな人を動かすことができるそうです。 

会場には、既にクラウドファンディングでプロジェクトを始めている方、 

今後始める方や、プロジェクトの支援の経験がある方など 

様々な立場の方がいらっしゃり、皆さん真剣そのもの。 

 



 
 

富澤さんいわく、クラウドファンディングのお話をしていると、 

「どういうきっかけでお金が集まっているのか？」 

と聞かれることがよくあるそうです。 

その答えは２つ、あるそうです。 

１つ目は「実績やコンテンツ力」。 

有名人のプロジェクトや、プロジェクトの内容自体がとがっているもの 

（例えば「注文をまちがえる料理店」など）は実績やコンテンツ力があるといえます。 

また、その内容をメディアが発信することで更に信頼が加速する、とのこと。 

しかし、「そんな事例は氷山の一角にすぎず、それだけの世の中はおもしろくない！ 

そのためにクラウドファンディングがある！」富澤さんはそうお考えです。 

実績やコンテンツ力だけでなく、一般の方の心を動かす別のものが必要だとすると 

一体どんなものが必要なのでしょうか？ 

  

２つ目は「ストーリーで共感を生み、周りを巻き込んでいくこと」。 

クラウドファンディングは「一般の方から」お金を集める。 

だからこそプロジェクトの想いを伝え、周りを巻き込むこと・仲間になってもらうことで 

「仲間集め」から「お金集め」の実現につながります。 

「仲間」とはお金を出す人だけでなく、応援してくれる人、 

情報を拡散してくれる人も大切な仲間であり、 

その仲間たちが連鎖し合ってお金も集まっていくそうです。 

連鎖とは、SNSなどを通じた情報発信がメディアとして情報が広がっていくこと。 

今の時代だからこそできる強みと言えます。 

 

  



【クラウドファンディングの罠】 

クラウドファンディングの仕組みだけでなく、 

大切なポイントとしてリスクについても教えていただきました。 

それは、資金集めの際のコミュニケーション次第で、 

ソーシャルキャピタル（社会的資本、人との繋がり）の喪失につながるということです。 

仲間集めをするつもりが、コミュニケーションの方法・想いの伝え方ひとつで 

その人との繋がりを失うことになりかねない、ということは大きなリスクといえるでしょう。 

いかに想いをきちんと伝えるかが大切だということを改めて感じました。 

 

 

 

【クラウドファンディングでの成功の秘訣】 

そして最後に、クラウドファンディングにおいて大切なことも教えていただきました。 

それは「優れたコンセプト設計」をすることです。 

優れたコンセプトとは、「なぜ」を表し、「違い」を一瞬で伝えることができるもの。 

そして、その優れたコンセプト設計を「伝える」ことができること。 

この２つが成功の秘訣だと教えていただきました。 

 

 



 
 

【達成率４００パーセント超え！詩集出版のクラウドファンディング】 

 

今年クラウドファンディングに挑戦した、また現在挑戦中の方々に 

実例のご紹介をしていただきました。 

 

「しあわせニコニコ集くりーむ」の川東章（かわひがし・あきら）さんは 

友人に贈った元気のでる言葉を集めた詩集「はじまりのありがとう」の 

出版費用を集めるため、今年の５月にクラウドファンディングに挑戦しました。 

結果、目標金額の３０万円をはるかに上回る120万円以上の支援を集めることに成功。 

 

川東さんがクラウドファンディングに挑戦したきっかけは 

昨年度の活動進化プログラムで富澤さんの講演を聞いたことです。 

その講演中、「仲間づくりが大切」と教えていただいた 

富澤さんのお言葉を大切に実践したとおっしゃいました。 

 

「集めたいのはみんなの想い、残したいのはみんなの笑顔」という想いから、 

皆さんの笑顔を詩集に掲載したり、 

巻末に支援をいただいた方のお名前を掲載したりしました。 

お名前については、想いは支援した金額ではないとして 

金額にかかわらず順不同に掲載したといいます。 

 

「本の出版に参加いただいた方への誇りになるように」、 

「出資者の皆さんに参画者になってほしい」。 

出版して終わりでなく出版してから何かが始まる、そんな強い想いを実行されました。 



  

【東京から仕事を辞めて京都へ、ゲストハウス作りへの本気の挑戦】 

 

西濱愛乃（にしはま・あいの）さん、萌根（もね）さんご姉妹は 

京都市・丸太町でゲストハウス「NINIROOM」をオープンさせるために 

Readyforでクラウドファンディングに挑戦。 

  

開始から５日間で目標金額を達成し、現在は残りの45日で次のゴールを設定しています。 

こちらも目標達成の理由を、「周りを巻き込んだから」と分析されていました。 

  

その中の一例が、まだプロジェクトの準備をされている際に 

はっきりと固まっていないご自身たちの考えの整理も兼ねて動画を作成されたこと。 

この動画には、なぜゲストハウスなのか 

なぜ丸太町で作りたいのか、という想いがたくさん詰まっています。 

 

そのため、SNSでの発信にも役立ち、多くの方に共感を生み 

仲間作りにも非常に大きな役割を果たしたそうです。 

お二人がクラウドファンディングという手法を選んだ理由は２つあります。 

 

ゲストハウスという拠点作りをする上で、 

「私が支援を協力したからゲストハウスができた」という仲間作りのマインドセット、 

クラウドファンディング自体が自分たちの活動のプロモーションになる、という点です。 

 

ゲストハウスの準備段階から、周り多くの方に相談をしたことが 

「NINIROOMを自分ごとにとらえてもらう」共感を生んだ理由だそう。 

クラウドファンディングに挑戦して良かった点として、 

告知やコンテンツ広げる軸になったこと、 

目標支援額などを数値で追えることの２点を挙げていただきました。 

また、Readyforのプロジェクト掲載ページ内でいただける「応援の声」も 

大きな励みになったとおっしゃっていました。 



 

 

【キーワードは「仲間づくり」】 

 

川東さんは、プロジェクトのクラウドファンディングの公開前日に 

周りの方にクラウドファンディングについて説明する会を開催。 

西濱さんたちは、想いをまず伝えるため「動画を見てもらう」ことからスタート。 

お二組の行動はまさしく富澤さんのお話の中にあった「仲間づくり」であり 

これらへの「事前準備が大切」と説明をいただきました。 

「このプロジェクトはみんなで作っている」というマインドセットをすることです。 

最後に、進行より「クラウドファンディングの最初の一歩はどこから？」との質問に 

富澤さんは、「やりたいことさえあれば、とりあえず問い合わせを！」 

と力強くおっしゃっていただきました。 



 
 

【みんなごとのディスカッション】 

 

ゲストの皆さんからのお話の後、参加者のうち２組の団体が抱えている悩みに 

まさにみんなごとで考える！ディスカッションを実施。 

 

「障がい者の方が書いた絵の原画展を開きたいが、より多くの方に届けるには？」 

「海外のお母さんと子供たちのための病院建設をするプロジェクトに対して 

高額な支援をいただいた方へのリターンはどうしたらいい？」 

この悩みに対して、参加者が３人一組で意見を出し合い、発表することに。 

 

参加者に２組にわかれてもらい、それぞれのテーマについて意見を出してもらいました。 

原画展では、原画展の存在を知ってもらうためのプロモーションを行うことや 

原画のプレゼントや好きな原画でのグッズ作成をリターンにしてもらう。 

高額支援のリターンには海外でのオリジナルツアーをするなど 

たくさんの意見が次々と出ました。 

 

みんなで考えると相乗的にたくさんの意見が出て、 

みんなの力を合わせることって本当にすごいんだと改めて感じさせていただきました。 

 



 

 

【まとめ】 

 

クラウドファンディングについて、何となく知っていたことから、 

挑戦するにあたって事前の準備をしっかりすべきことや 

ちゃんと想い持ってそれを伝えることの大切さまでを教えていただきました。 

 

「仲間」というキーワードが頻繁に登場しましたが、 

少し遠かったような応援したい方々とのかかわり方も発見でき、 

「クラウドファンディング」について自分にこれから何ができるのか、 

どんな仲間ができるのかとわくわくする２時間でした！ 

今回の参加者は、クラウドファンディングについて様々な立場の方がいらっしゃり、 

ゲストも参加者もみんながお互いに学び合い、繋がり、新しく出会うことになった、 

というお声をたくさんいただきました。 

また、ディスカッションが顕著な例でしたが、みんなで力を合わせること 

意見の出し合いの相乗効果など改めて感じる１日となりました。 

  

【参加者の感想】 

 

・いろんな人を巻き込む大切さ、難しさに気づきました 

・クラウドファンディング、そろそろ動かないとなぁ…から今すぐやらなきゃ！に変りました。 

・実践者の話もふまえて聞けたので、とても勉強になりました。アイデアを出し合うというか自分の

持っている”糧”を関心を持ってくれそうな人達に対して気軽に話す。ことが大切さ。改めて気づき

ました。 



 【グラフィックファシリテーション】 

 

今回もグラフィックファシリテーションを鈴木さよさんにお願いし 

きれいに伝わる内容でおまとめいただきました！ 

 

 

 

今回の講座のまとめとして、復習として、ぜひご覧ください！ 

 



 

 

 

次回のみんなごとのまちづくり公開講座は11月１７日金曜日に、 

同じ会場「Oinai Karasuma」にて１９時から開催いたします。 

テーマの「京都がオモシロクなる空き家利活用」について 

実践者の３名をゲストにお迎えして開催します。 

実践者の3名様の詳細、その他第4回に関する情報は下記からご覧くださいませ。 

（http://machigoto.org/minnagoto/） 

http://machigoto.org/minnagoto/


＃０4「京都が面白くなる空き家の利活用」 

 

1１/17（金）、“みんなごと”のまちづくり推進事業 活動進化プログラムの 

第 4回目の公開講座が開催されました。 

 

“みんなごと”のまちづくり推進事業は、 

京都がもっとよくなる、もっと住みやすくなる提案を、 

市民から募集し、行政と民間が一体となって実現を目指す協働事業。 

 

全 5回の公開講座では、まちづくり・お宝バンク に提案をされている方、または 

これから提案しようと考えている市民に向けて、企画、広報、資金調達の手法を学んで頂きます。

(※みんなでつくる京都 まちづくり・お宝バンク) 

 

第 4回目となる今回は、「京都が面白くなる空き家の利活用」がテーマです。 

 

 

 

京都市の 2017 年の空き家数は約 11 万戸にのぼり、 

空き家率は 14.0%と全国及び政令市平均の空き家率を上回っています。  

 

そんな京都市で３人の実践者をゲストにお招きし事例を通して  

空き家活用へのチャレンジをみんなで話しあいました。  

 

 

 



●ゲストトーク①：佐々木さん（本町エスコーラ） 

【安心して失敗できる、学びの場作り】 

 

ブラジル伝統音楽の活動から派生して様々な活動をされている佐々木さん。 

東山の空き家を改修してコミュニティスペースや住居として活用する 

「本町エスコーラ」という活動をされています。 

 

 

 

本町エスコーラは、平成 26年度の京都市 

「空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト（※）に採用されています。 

※京都市では，京都の強みである地域力を活かした空き家活用を促進するため、 

空き家をまちづくりの資源と捉えた空き家の新しい活用方法の提案を募集し、 

優れた提案に対してその提案を実現するために必要な費用の一部を助成する 

モデル事業を実施しています。 

 

「escola」（エスコーラ）とはポルトガル語で 

「学校」や「コミュニティ」など広い意味を指し、 

「自由に考え、言い、形にできる」「失敗することができる場所」という意味です。 

 

本町エスコーラのはじまりは、移動式の音楽学校（＝エスコーラ）がきっかけでした。 

移動式の音楽学校をするうちに拠点の必要性を感じ、数年の時間をかけて 

佐々木さんは現在の本町エスコーラになる空き家に出会いました。 

 

 



本町エスコーラは、空き家を使って行う「エスコーラ」であり、 

そのコンセプトに賛同する方が集まってコミュニティを形成し 

アトリエ・製作の場・事務所などとして活用されています。 

 

種から育てたヒョウタンを楽器にし、それで演奏をしたり 

引き継いだ鍛冶屋さんでモノづくりを始めてみたりと 

ご紹介いただいた多岐にわたるチャレンジングな活動を 

「やりたいと思ったことはやってみる」＝「失敗することができる」 

という実例として紹介して下さいました。 

 

本町エスコーラのコンセプトは次の３つです。 

１：自立的コミュニティ 

課題を設定する（見つける）、向き合う、動くことが主体的にできること。 

コミュニティ内部での意思疎通がとても大切になります。 

２：自立的な建築 

自分たちの生活を自分たちで生み出す、失敗を自分たちで入れていく。 

失敗は多くあるが、それをまた受け入れていく姿勢が重要。 

３：自立的インフラ 

井戸を掘る、自家発電などの目標をたてていて、自然環境と調和した暮らし方を模索中 

こちらについては、自給について学び、トライしている最中です。 

 

自立することに重点を置きつつも、「エスコーラ」としての視点・想いが 

軸になっている姿が、会場の参加者にも響きました。 

 



（佐々木さんが大切にしている、エスコーラが生む循環） 

 

【空き家活用の大変なこと】 

空き家の活用をする上で、大変なことは地域に溶け込むこと。 

地域の住民に耳を傾けてもらい、理解してもらうことへは 

いろいろなハードルがあるといいます。 

そのハードルを越えていくために、佐々木さんは 

地域へ向けた本町エスコーラの活動報告を大切にしています。 

 

実際に空き家を使っているからこそ見えてきた「課題」は地域への「話題」になる。 

それに気づいた佐々木さんは、その話題を 

地域のコミュニケーションに活かし住民との対話も大切にしています。 

 

 

●ゲストトーク②：森川さん（白川カフェ） 

【出会いを紡いでできたカフェ】 

 

不動産業や保養所で勤務していた経験から、 

東山でゲストハウスの運営をしている森川（もりかわ）さん。 

その事務所を探す過程で、白川カフェの物件と出会いました。 

物件を商業ベースで考えるべきとの意見より、カフェを営むように。 



 
 

保養所運営のため京都に移り住んだ森川さんは、地域では新参者であったため、 

保養所の支配人として、地域住民に観光客の問題を指摘される日々でした。 

 

そこで行った毎朝の近所の掃き掃除（門履き）などをきっかけに地域に溶け込み、 

時間を重ねるうちに地域のお祭・活動にも地域住民からお誘いをもらい、 

活動に参加する中でどんどん地域の方との距離を縮めていきました。 

 

そうするうちにまちづくりへの関心が高まり、 

観光客と地域住民の距離の解決について考えるようになったといいます。 

 

その後「京都市の未来まちづくり 100人委員会」などに参加する中で、 

「不動産×旅館」の知識を使って、ゲストハウスやシェアハウス、シェアオフィスなどに 

空き家を利活用できないか。 

 

そんな想いを持ちつつ、民間のまちづくりセミナーに参加していた際 

「場所が空いている」と教えてもらい、出会ったのが現・白川カフェ。 

 

使われていない駐車場で当時は川掃除の用具置き場をオーナーと交渉し 

「有効活用するなら」とのことでお借りできることになりました。 

 

場所を借りることができるとなり、当初はゲストハウスの事務所にしようと思っていたのですが、

周囲から「利益を生まなくては借りる意味がない」という声をもらい、 

自身の不動産業と旅館業の経験を活かしてカフェへと展開していきました。 



 

テイクアウト専用のカフェとしてオープンしましたが、 

利用客の要望に応えて事務所スペースをイートインスペースに作り替えました。 

営業が始まり半年になりますが、月に１回の夜の白川バーなども通じて 

空き家（スペース）のオーナーや地域の方と交流も良い関係が続いているといいます。 

 

【すべてのきっかけは仲間との出会い】 

白川カフェになる空き家と出会ったのも、 

今までの活動からの出会いの積み重ねでしたが 

白川カフェができるまでも、たくさんの出会いに支えられていました。 

 

例えばカフェの店舗作りに関しては、 

建物は京都府の「地域力再生プロジェクト支援事業」として補助金をもらい、 

デザインは仲間たちと知識と力を出して自ら改修しました。 

 

カフェにするという発案も周囲の客観的意見に始まり、 

お店を回してくれる店長と出会えたこと、 

お店で扱う商品と出会えたこと、 

お店を形作る仲間と出会えたこと。 

 

常に仲間探しをしているという森川さんは、 

仲間と巡り合い一人ではできないことを成しています。 

 

 

●ゲストトーク③：伊豆田さん（現代版わらしべ長者） 

【１つのチョコレートが生んだ、空き家の未来】 

 

自称「わらしべ貧者」とおっしゃっている伊豆田（いずた）さんは 

「みのりのもり劇場」という右京区のお母さん達の集まりから始まった、 

まちづくりの NPO法人の理事長をされています。 

 



 

 

「右京じかん」という地域情報誌で、嵐電パトトレインのチロルチョコを 

スタートに紙面で物々交換を募集しはじめた結果 

交換が繋がり４年後、京北地域の元和菓子屋の一軒家になりました。 

 

さて、では「わらしべ貧者」とは、、、？ 

その理由は後半に明らかになります。 

 

「わらしべの家」と呼ばれるこの家屋は当初雨漏りや床抜けが大変な状態。 

この家で「なにか」するために伊豆田さんは、 

一般社団法人の里山デザイン、地元の商工会、青年部有志や 

一級建築士事務所など京北地域の方を巻き込み、かかわってもらうことから始めました。 

 

【わらしべの家の未来】 

 

わらしべの家をどう使っていこうかと考えたときに 

伊豆田さんがしたかったことは「ワクワクを作る」こと。 

 

そこでわらしべの家に「カフェ」、「京北お試し暮らしスペース」 

「コミュニティスペースか何か（現在募集中）」の３つの機能をもたせようとしています。 

 

その中でも「京北お試し暮らしスペース」は 

京北地域には空き家は少なく、いきなり住もうと思っても 

改修のかなり必要な家を借りることになることがあるそう。 

 

そのハードルを下げるため、まずはこの地域に住みたい方へ 



お試し暮らし用のスペースへとしての機能です。 

ここで暮らす方への仕事は商工会に紹介してもらいます。 

 

こうしてわらしべの家には、京北地域を知ってもらうべく 

立地も役割も京北の入り口となる機能を持たせようとしています。 

 

伊豆田さんが作りたかった「ワクワク」とは 

みのりのもり劇場だけでなく、また京北の方々だけでなく 

訪れる人、移住を希望する人など京北にかかわる方みんなのワクワク 

というわらしべの家への想いが伝わってきました。 

 

このわらしべの家は今年度の空き家モデル・プロジェクト事業に採用されていますが、 

現在も改修を進めている最中で、モデル・プロジェクト事業の補助金以外の 

費用をまかなうために現在も学生チームがクラウドファンディングをしています。 

（平成 29年 12月 8日 12：59まで） 

 

わらしべ長者のはずなのに、お金がない！ 

伊豆田さんがわらしべ貧者と話されていたのは、これが理由でした。 

 

 

【まとめ】 

 

そもそも、空き家利活用のきっかけは何なんのか。 

「自分と対照の人と出会い、仲間にしたこと」と答えてくれた森川さん。 

ご自身が「やりたいこと」は事務所作りだったのに対し、 

周囲の客観的意見は「利益を生む場に活用すること」でした。 

自分と違うスパイスを持つ方の意見がキーポイントだったといいます。 

 

伊豆田さんは今回の空き家を利活用するにあたって 

事業性を意識していたみのりのもりの事業とは対照的に、 

意識してお試し暮らしスペースなどを「チャレンジ」したとのこと。 

自分たちは裏方に徹し、京北のワクワクのためにできることを模索しています。 

 

学校を作りたいと強く思っていた佐々木さんは、 

空き家からできた学びの場に重きを置いているため、 

物づくりから学べること・生まれる対話が生きる力になる。 

そのために拠点としての場の重要性を感じられています。 

 

三者三様、空き家との出会いや利活用についてストーリーがありますが、 

事業を始めるにあたって、「絶対にやるぞ」という強い気持ち、 

そして一人でできないことに対して仲間を大切にすること。 



 

空き家利活用事業で外せないことはその地域の住民の方々。 

地域の方の理解を得るために努力し、打ち解け良好な関係を築くことは 

地域にさらなる仲間を生むことにもなります。 

 

空き家とは「ご縁」があってということがゲストの共通点だとも感じましたが、 

周りの仲間や地域の方など、「人」を大切にすることが大事だと改めて考えさせられました。 

 

【みんなごとの悩み相談】 

 

今回も、参加者の皆さんから空き家に関する悩みを持ち寄っていただき、参加者みんなで話し合

い、意見やアイディアを発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶お悩み① 

 

「綾部市にある築 200 年程の実家が空き家になっており、維持費のみがかかる状況をなんとか

したい」 

リアルな「空き家」をどう活用していくかの悩み。「できるなら子供たちの教育にもつなげたい」との

想いもお持ちでした。 

 

このお悩みに対して、 

・宿泊者にお金でない対価(改修のお手伝いなど)を払ってもらい みんなで作る家にする 



・お試し移住のおうちにすることや 秋祭りで地元の方を巻き込み地元のお酒やジビエを使ったイ

ベントを企画できないか 

・企画を重ねるうちにお世話をしてくれる人を見つけられるのではないか 

などの意見やアイディアが出ました。 

 

▶お悩み② 

 

「生きづらさを抱える少女たちに、 性風俗社会に染まることのないよう居場所を与えることはでき

ないか」 

 

この「空いている場所」を探すお悩みに対しては、 

事業継続のために自立するにはという視点から始まり、 

・少女をターゲットにした企業の商品開発にアイデアを活用してもらう 

・憧れになる女性へ悩みをシェアする場作りを作るのはどうか 

といった意見がでました。 

 

「場所をどう活用するか」という課題と、 「場所を求めてどう活動するか」という課題の2つを同時

に考えることになり、 参加者の皆様にとってすごく気づきの多いお悩みでした。 

このように、悩みを自分ごとにとらえて参加者でディスカッションすることにより たくさんの意見が

出て、ご相談者自身も刺激を持ち帰っていただくことができました。  

 

 

【参加者の感想】 

 

今回参加いただいた方の感想をいくつかご紹介します。 

・空き家を使ったまちづくりとは、人の巻き込み、地域の巻き込みがとても大事であることを改め

て感じました。 

・すぐに"何か"やってみたいと思いました。失敗あり！プロセス大事！！ 

・その分野のプロの方や実話が聞けて勉強になりました。自分も何ができる！？と少し思いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【今回の講座をまとめていただきました！】 

 

今回も、グラフィックレコーディングを鈴木さよさんにお願いし、 

講座の内容を伝わる内容にまとめていただきました！ 

 

 



次回のみんなごとのまちづくり公開講座は 1２月１５日金曜日に、 

天性寺にて 18時から開催いたします。 

ママと子どもが暮らしやすい京都を目指し、テーマは「女性が住みやすいまち」。 

今回と同様に、実践者を２名ゲストとしてお迎えして開催します。 

http://machigoto.org/minnagoto/ 

http://machigoto.org/minnagoto/


＃０5「ママと子どもが暮らしやすい京都を、実践者とトコトン考える！」 

 

12/15（金）、“みんなごと”のまちづくり推進事業 活動進化プログラムの 

第 5回目の公開講座が開催されました。 

 

“みんなごと”のまちづくり推進事業は、 

京都がもっとよくなる、もっと住みやすくなる提案を、 

市民から募集し、行政と民間が一体となって実現を目指す協働事業。 

 

全 5回の公開講座では、まちづくり・お宝バンク に提案をされている方、または 

これから提案しようと考えている市民に向けて、企画、広報、資金調達の手法の講座、 

実践者とのトークがおこなわれます。 

(※みんなでつくる京都 まちづくり・お宝バンク) 

 

第 5回目となる今回は、 

「ママと子どもが暮らしやすい京都を、実践者とトコトン考える！」がテーマです。 

 

 

 

寺町三条にある天性寺さんで開催された今回の講座では、 

赤ちゃんの泣き声や子どもの遊び声を聞きながらゆるやかに、 

畳の上に座布団を敷き、ゲストと参加者が膝をつき合わせながらのトークが行われました。 

 



 

ゲストはコドモトから山本さん（写真の左） 

MaMan KYOTOから岡田さん（写真の右）と柳原さん（写真の真ん中） 

 

 

ゲストトーク①：山本さん（コドモト） 

 

祇園祭を子どもと安心して楽しめる環境整備と祇園祭全体で子ども歓迎の空気を 

作っていくことをめざして、2017年より「こどもと行こう！祇園祭」の取組みを始動させました。 

 

山本さんは 2歳の母。北海道出身で、ずっとデザインの仕事をされてきました。 

妊娠５カ月の時に京都に引っ越し、子連れの大変さを体感する中、 

産後８カ月頃に子連れお出かけ情報を掲載する「あかちゃんと一緒 京都おでかけ手帖」の 

取組みに参加して取材やライティングを担当されました。 

本の完成後は産婦人科などで本がお母さんの手元に届くように活動をされたとのことです。 

 

「あかちゃんと一緒 京都おでかけ手帖」で子連れお出かけ情報の発信をする中で、 

子連れでは行きにくいタブー感がある場所のタブーに挑戦していきたいと考えるようになり、 

2016年の 12月に任意団体の「コドモト」を設立されました。 

「コドモト」には多様な価値観をもった子どもと未来を育んでいきたい。 

未来の子どもへ向けて、今の子どもと出来ることを取り組んでいきたい。 

そんな思いが込められています。 

 

 

 



みんな子どもでした。 

 

そんな子どもが成長して社会を支えているのに、こどもが社会の中で隔離されて育てている。 

子育てが社会と分断されて行われないように、大人も子供も共生するにはどうすればいいの

か？ 

 

タブーへの挑戦をテーマに掲げる中、 

特に文化伝統芸術への参加のハードルが高いと感じると共に、 

子育て世代の親自身が、子どもイベントにはたくさん集まるが、 

子連れが行きにくい場所に子どもと行かなくなってきている状況があると言います。 

 

多様な感性が集まる場や伝統文化芸術に触れる機会に触れる機会を減らしてしまうと、 

子どもの感性が貧弱になり、ゆくゆくは文化の衰退にもつながる。 

こういった問題意識の中で、タブーが重なりあっている「祇園祭」に注目、 

取り組みを始めたのが、「こどもと行こう！祇園祭」でした。 

 

「コドモト」は２人のコアメンバーと、 

多様な背景を持つ 10名程度の実行員会の方で取り組まれています。 

「こどもと行こう！祇園祭」では、協力店さんや京都ごみゼロ大作戦の方にも協力してもらいなが

ら、 

事前説明会、モデルルートやステーションの乗っているマップの配布。 

22 カ所の子どもステーションの設置や協力店さんへのオペレーション。 

親子で祇園祭を見に行くツアーの企画などを実施、取組みの様子を SNS 等で情報発信されまし

た。 

 

「こどもと行こう！祇園祭」の取組みが子どもの様々な関心を引き出し、 

多様な価値観をはぐくむ種まきになる。京都が誇る素晴らしい伝統のお祭りを身近に体験するこ

とで、 

子どもが豊かな原体験を持ち、感性豊かに育った子どもが、よりよい社会を作っていくと言いま

す。 

 



 

 

 

ゲストトーク②：岡田さん、柳原さん（MaManKYOTO） 

 

岡田さんの本業は京都旅企画でコーディネーター、柳原さんはフリーの書籍編集をされており、

MaManKYOTOは 2人を含めた４人で活動されています。 

 

MaManKYOTO の始まりは２年前。ThinkThank（四条烏丸近くにあるオープンスペース）で 

場所を活用して何かしたい人の募集がなされた際に２人が出会い、 

ママがキラキラ輝ける場所を作りたいと意気投合したのがきっかけでした。 

みんなの前で発表したことに背中を押され、Think Thankで定期的に 

イベントを開催するようになりました。 

 

メンバーのつながりがきっかけとなり天性寺で開催された「てらまる」は、 

ママが普段なかなか行けない京都のマルシェを楽しめるイベントです。 

出展者さんや音楽家さんも巻き込んだ初めてのイベントで、 

知名度も一気に上がり、初回は 200名以上の方が参加されたそうです。 

3回目の「てらまる」では食にこだわった出展者さんを呼び、 

参加した人がゆっくり楽しめるイベントとなりました。 

 

この他にも、一休さん体験や音楽のコンサートなど、 

京都だからこそのイベントや生の楽器に触れられるイベントを企画されてきました。 



 

 

MaManKYOTOの 3つの活動方針 

 

・自分たちが楽しむ 

 

自分たちが「これ知りたい」「これやりたい」ということをイベントにされており、 

お寺図書館、一休さん体験、イングリッシュ寺、助産師さんに来ていただくイベントを 

企画してきたそうです。楽しみながら活動する中で、 

ママが楽しんでいると子どもはぐずらない。という気づきもあったとか。 

 

・無理をしない 

 

MaManKYOTO は、ペースを落としてもずっとずっと続けていける活動にしていこうと考えておられ

ます。メンバーそれぞれが子育てをするママの為、メンバーの出産の時期にはペースを落として

活動し、活動の広報も Facebookのみでおこなっていて、負担を少なくしているとのことでした。 

 

・周りの意見をどんどん取り込む 

 

元々自分たちでは何もできないという所からスタートしているため、 

できる人にどんどんお願いしていくというスタイルで企画しているそうです。 

お願いする中で出てきた意見を取り入れながらイベントにしているということでした。 

 



 

 

育児、仕事に加えて数々のイベントを開催するゲストの方々、 

時間の使い方や家族との関係、協力者の集め方はどのようにしているのでしょうか？ 

会場からはいくつもの質問が投げかけられ、ゲストの方にお答えいただきました。 

 

仕事と活動のバランス・周りとの関係は？ 

 

仕事も活動も同時進行のような状況で仕事を調整しても、 

正直、寝る時間が無くなってしまうこともあったそうです。 

日常的に手伝ってもらえる人がいない状況で、手抜きしている部分もあると思うが、 

料理の手抜きはしないと決めており、その他の家事については、家族と話合いながら、 

陰の協力者になってもらっているということでした。 

 

大きなイベントは仕事モード、小さなイベントは息抜きとしてやっているそうです。 

専業主婦だった時は息の抜き方が分からなかったが、イベント開催を通して、 

色んな人と出会い、育児のコツや考え方を知ることが出来て、それが家事にも活かせるようにな

った。 

それが育児に対する自信にもなるし、協力者が増えて楽にもなったと言います。 

大きなイベントの時は、旦那さんはあらかじめ協力メンバーの数にいれているそうです。 

 

仕事が忙しい時は大変でも、それ以上に次をしたくなる気になるから続けているそうです。 

活動自体は忙しいけれど、精神的には悩みの発散につながり、楽になった。 

計算したわけではないけど。足を踏み込んでみたら意外とできたということでした。 

 



特に家族との関係は重要で、活動と家事育児を分けて活動していると、 

どこかで嘘をついてしまうことになり、上手くいかない場合が多いといいます。 

時間については、そもそも無いので、準備に時間をかけすぎないことが大事とのことでした。 

準備に時間をかけるより、本番を楽しむ。 

子育てを活動に、活動を子育てに活かしていくことの方が大事だとおっしゃいました。 

 

 

訴えかけの方向を変えると多様な層にも伝わる 

 

ママの為。子ども為ではなく。受益者は社会全体。 

未来の社会の為だと伝えるとみんなが対象になり、自分事に落とし込んでくれると言います。 

 

会場からは、育児のクラウドソーシングサービスの登録者数が京都で４人であることを例に挙

げ、 

ちょっと育児を離れた世代がこういったサービスを利用するなど、家事を手伝ってくれる人を増や

すにはどうすればいいか？という質問があがりました。 

 

これに対しては、 

京都は新しいサービスをちょっと様子を見る？ 

子育て向けのイベントで情報を出す。家事を好きなお母さんを一人捕まえる。 

そこから広げていくといったアイデアがあげられました。 

 

ここで一旦、休憩時間となりましたが、 

休憩時間が本番というように、会場はワイワイ賑やか、後半に向けて盛り上がっていきます。 

 

後半はみんなごとお宝バンクに取組提案していただいたオトナリラボの芳野さんに 

事業内容についてのご説明をしていただきました。 



 

オトナリラボは子どもと一緒に仕事が出来るコワーキングスペース。 

京都・五条河原町近くに 2018年、4月オープン（1月プレオープン）します。 

 

ちょっと頼れる「お隣さん」をコンセプトとされていて、 

子連れ勤務事業所としては 12月よりスタートされています。 

保育園に預けるかどうかという０か１００の選択ではなく、中間的な役割になればいいなと考えて

おられます。 

 
 

 

説明の中では、働くママたちとの対話の中で出て来た生の声を個人･社会／子育て･仕事という 2

軸による MAPに配置したモヤモヤ MAPを発表してくださいました。



 
 

その後は、モヤモヤ Mapの中で関心のあるテーマに分かれて話し合われ、 

それぞれのグループで話された内容が共有されました。 

 

○個人・子育て 

保育園に預けても仕事と子育ての往復になる。保育園に預けると、お母さん同士の会話の機会

も少なくなる。 

喋れる機会があればいいなと思う。 

○個人・仕事 

時間をどう作るか？という話題から始まり、ママだから。という社会の一般常識的な考え方は置

いておいて、自分の心に従って動いていくことで気持ちが楽になるのではないか？という話で盛

り上がった。 

 

○社会・子育て 

子どもの元に遊びに行く活動をしている男性２名の話で盛り上がり、 

ママ友にも話せないことが話せることが人気で呼ばれたりするそうです。 

京都は文化に触れる機会は多く、自分らしく心地よく触れ合える場所は多いのではないか？とい

う話も出ました。 

 

○社会・仕事 

家事をしてくれる人を探すには？ということが話から、 

育児休業が 1 年は長い？というような制度上の問題も話題に上がりました。私はこのグループに

参加していましたが、クラウドソーシングサービスやオトナリラボさんのようなワークスペースなど、

多様な選択肢を上手く活用していくことの大切さを感じていました。 

 

 

 

 



【参加者の感想】 

・勇気がでた。何か出来そう。 

・ママになることがより楽しみになりました！ 

・育メンになるために何が必要か考える。 

・色々な情報交換の場になってよかった。 

・お子さまもたくさんいて、楽しかった。みんなも幸せそうだと感じました。 

 

【今回の講座をまとめていただきました！】 

今回は、グラフィックレコーディングを田中なみかさんにお願いし、 

講座の内容を、丁寧きれいにまとめていただきました！ 

 

 



 

 



 

 
 


