
習志野市

N A R A S H I N O S T U D I E S

令和元(2019)年11月 習志野市資産管理課

未来に向けた
作戦会議！

Since
2017



習志野市みんなあつまれ このゆびと~まれ！

人と人との
交流を目的としたイベント

●大久保地区公共施設
再生事業の新たな施設オ
ープン後(2019年11月)
に民間事業者がフューチャ
ーセンターを実施。
●オープン前から、人の発
掘や人のネットワークを醸
成。
●いろんな活動のタネを見
つけて一緒に育てる場

2017年3月から開催
これまで21回。
のべ599人参加。

アイデアを
持ってい
る人

人脈や
知見を持
っている
人

自分でや
りたいこと
がある人

地域に何
か貢献し
たい人

フューチャー
センター

さまざまな方が
集い、

未来志向で
対話する場

1

◇市民活動
の活発化
◇地域課題
の解決
◇自己実現



Vol. 開催日 場所 参加者数 内容

1
平成29年３月５日(日)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.1

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

38人

妄想ぺちゃくちゃ編。ゲストスピーカーの話ののち、グループに分かれてわいわい話し合い。
○黒澤学志さん、黒澤裕子さん（nom de cocoa）
○古賀陽子さん（Donna Popolo）
○青木和也さん、原良輔さん（千葉工業大学鎌田研究室）

2
平成29年５月27日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.2

中央公園 多目的
広場

50人
○小山文子さん（谷津干潟自然観察センター）
○栢まゆみさん（NPO法人ならしの子ども劇場）
○稲坂晃義さん、廣部さん（ぶっくるプロジェクトチーム 千葉工業大学デザイン科学科）

3
平成29年７月30日(日)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.3

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

30人
○藤原友哉さん（習志野市産業振興課）
○松尾公平さん（障害者就業・生活支援センターあかね園）
○松浦翔平さん（家族の写真館「日々是好日」）

4
平成29年10月28日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.4

勤労会館 29人
〇ヴィロスコ吉川麻衣子さん（テレビディレクター）
〇日本酒の魅力を伝える学生団体 Sake Baseさん
〇乗松伸倖さん（犬型ロボットAIBO修理）

5
平成30年１月27日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.5

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

38人
○矢野沙代子さん（地域を愛するママ・イラストレーター）
○渡部一之さん（ほたる野を守るNORAの会）
○田島則行さん（千葉工業大学建築都市環境学科助教）

6
平成30年３月24日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.6

中央公園 多目的
広場

35人
○両見英世さん（四街道こども記者クラブ）
〇榎本美紅さん（子育て応援隊アイルゴー）

7
平成30年５月26日(土)
10:00～12:30
ワイワイまち歩き編Vol.1

京成大久保駅周
辺

32人
ワイワイまち歩き編。京成大久保駅周辺をまち歩き。普段はあまりいかないスポットやまちでユニークな活動を
する方々を訪ねながら、まちの魅力を再発見き。

８
平成30年９月22日(土)
10:10～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.7

市民プラザ大久保 44人
○岡田光正さん（市民プラザ大久保指定管理者一般社団法人あったか大久保広場代表理事）
○須田俊輝さん（こんな大久保あったらいいな展 実行委員長。日本大学生産工学部）
○三橋正文さん（大久保商店街協同組合理事長）

９
平成30年９月29日(土)
10:00～12:45
ワイワイまち歩き編Vol.2

京成谷津駅周辺 18人
京成谷津駅周辺をまち歩き。普段はあまりいかないスポットやまちでユニークな活動をする方々を訪ねながら、
まちの魅力を再発見き。

10
平成30年12月１日(土)
10:10～12:10
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.8

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

29人
○金子麻由子さん（習志野ワーキングマザーの会）
○熊谷香里さん（アーティスト）
○吉川綾子さん（ビーフシチュー製造販売 合同会社Mandarn）

習志野市あゆみ
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Vol. 開催日 場所 参加者数 内容

11
平成31年１月26日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.9

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

27人
○赤澤智津子さん（千葉工業大学創造工学部デザイン科学科 教授）
○柏木成則さん（大久保園。大久保商店街にあるお茶屋さん）
○平野金幸さん（ならしのまち歩きコンシェルジュ）

12
平成31年3月9日(土)
10:00～12:00
公共空間をDIT!編Vol.1

習志野市庁舎 31人

公共空間をDIT!編。新しい公共空間をみんなでつくる。新しい大久保の施設の運営を持ち寄り型でみんな
で実施が目標。
○ゲストトーク 服部明徳さん（スターツファシリティーサービス株式会社）
○ゲストトーク 早川誠貴（習志野市資産管理課）

13
平成31年3月23日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.10

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

15人
○橋本裕子さん（株式会社地域新聞社編集部）
○原リーあんずさん（習志野市国際交流協会）

14
平成31年4月13日(土)
10:00～12:00
公共空間をDIT!編Vol.2

習志野市庁舎 17人
○ゲストトーク 今村ひろゆきさん（まちづくり会社ドラマチック）
○自己紹介、興味関心、DITで関わりたいテーマなど、一人ひとり3分間の自分プレゼンを実施。

15
令和元年5月11日(土)
10:00～12:30
公共空間をDIT!編Vol.3

習志野市庁舎 28人
○ゲストトーク 青木優莉さん（シブヤ大学）
○自己紹介、興味関心、DITで関わりたいテーマなど、一人ひとり3分間の自分プレゼンを実施。

16
令和元年5月25日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.11

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

23人
○朝倉暁生さん（東邦大学教授）
○習志野市津田沼の小さな料理教室 おはしのくにさん
○安達幸希さん（習志野市広報課）

17
令和元年6月8日(土)
10:00～12:30
公共空間をDIT!編Vol.4

習志野市庁舎 22人○自己紹介、興味関心、DITで関わりたいテーマなど、一人ひとり3分間の自分プレゼンを実施。

18
令和元年7月6日(土)
10:00～12:00
公共空間をDIT!編Vol.5

市民プラザ大久保 29人
○11月に行われる生涯学習複合施設のオープニングイベントに向けて、こどもスペースとフューチャーセンターの
チームに分かれて作戦会議を実施。

19
令和元年8月24日(土)
10:00～12:00
公共空間をDIT!編Vol.6

市民プラザ大久保 22人
○11月に行われる生涯学習複合施設のオープニングイベントに向けて、こどもスペースとフューチャーセンターの
チームそれぞれの進捗報告会を実施。

20
令和元年9月28日(土)
10:00～12:00
妄想ぺちゃくちゃ編Vol.12

菊田公民館 24人
○那須庸仁さん（くわのみ書房）
○NI-Youthさん（習志野市国際交流協会）
○小林泰弘さん（ジリオーラ津田沼店）

習志野市あゆみ
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Vol. 開催日 場所 参加者数 内容

21
令和元年10月21日(月)
19:00～21:00
公共空間をDIT!編決起会

ギャラリー＆レンタル
スペース林檎の木

18人○11月に行われる生涯学習複合施設のオープニングイベントの内容発表および決起会を実施。

計 のべ599人

習志野市あゆみ
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5

習志野市妄想ぺちゃくちゃ編

第６回（平成30(2018).３.24）大久保中央公園

司会の軽妙な進行で開始

アイデアの発表司会のまとめで終了

新しい施設でやりたいことのユニークなアイデアがいっぱい。未来への期待上昇。

がやがやグループで話し合い

こんなことしたいなぁ

ゲストのプレゼンテーション



6

習志野市ワイワイまち歩き編

Start
京成大久保駅集合

第１回（平成30(2018). ５.26） 京成大久保駅周辺

Goal
みんなで振り返り

東邦大学 日本大学 市民プラザ大久保

お休み処 秋山好古の碑 老舗のお茶屋さん

大久保商店街

習志野の良さをいっぱい発見。まちやひとを知ることで愛着上昇。



7

習志野市公共空間をDIT!編（Do It Together）

第３回（令和元(2019).５.11） 市民プラザ大久保

新しい大久保の施設への参加のイメージができあがってきています。

ゲストトーク

11月にオープン
する新しい大久
保の生涯学習
複合施設をみ
んなが持ち寄り
みんなでつくって
いく。

↓
そのために、この
日はお互いを知
り、つながりをつ
くることを実施。

想像が膨らんでいます

自己紹介、興味
関心、関わりたい
テーマなど自由に、
一人3分で自分
プレゼンを実施。



8

習志野市芽生え（活動の成果）

千葉工業大学
デザイン科学科
稲坂研究室
倉斗研究室

ママたちの活動を
支援されていた
市民の方々

子連れで集まり、いろいろな
人たちと交流できる場、チャ
レンジできる場をつくりたい。

建築の専門的知識がない。

やりたい！

どうしよう

参加

参加

コラボ
レーション

出会い

デザインを学んでいる学生た
ち。

地元の習志野市のまちづくり
に貢献したい。

学生が作成した模型

notocoro
(のところ)
キッチン＆
スペース

誕生


