時 開催時間

所 開催場所

￥ 参加費用

定 定員（選定方法）

対 参加対象

申 参加方法

持 持ち物

新世紀岡崎
チャレンジ

NEWS 1

３月～４月の
りた

85
２０１７年３月

該当テーマ

100

収穫祭

なごみん

66-8251
マッチング

なごみんフェスタ
2017

4/16

年に一度の市民の祭典。体験・ステージ
発表・展示・バザー等を通じて、様々な活
動団体に出会えます。
時 9:30～16:00

￥ 無料

「新世紀岡崎チャレンジ100」は、市

所 なごみん 全館

制100周年を市民参加で祝い、岡崎

定 無料（一部有料）

の新しい魅力づくりに取り組む市民プロ

申 直接なごみんにお越しください。

※駐車場が少ないため、乗り合わせや、
公共交通機関でお越しください。

やはぎかん

33-3665

3. 4

ジェクトの総称です。収穫祭では採択

2017.

された89プロジェクトが1年間にわたっ

at 岡崎市図書館交流プラザ

て実施した成果を振り返り、これからの
岡崎へつなぎます。

13:30→16:00

りぶらホール

マッチング

やはぎかん
9周年春まつり

3/5

NEWS 2

やはぎかんは2月で開館9周年を迎えま
す。開館記念としまして、9周年春まつりを
開催します。
時 10:00～16:00

暮らしを変える、まちが変わる

まちなか未来戦略

所 やはぎかん 全館
￥ 無料

フォーラム

申 直接やはぎかんにお越しください。

まち育て推進チーム
やはぎかん
まち育て推進チーム 83-9017
23-2888
マッチング

3/27

乙川リバーフロント まちづくり

オカザキデザイングッド
デザイン活用
フォーラム2017

トークテーマ：「わたしがデザインを取り入れ
たワケ」株式会社能作 代表 能作克治 氏
￥ 無料
時 18:30～20:30

日時： 平成29年3月21日（火） 18：30～20：30
場所： 図書館交流プラザ・りぶらホール
2 年 目 を 迎 え た 乙 川 リ バ ー フ ロ ン ト 地 区 の ま ち づ く り。
リノベーションまちづくりによる新たな魅力づくりや水辺を使いこなす社会
実験「おとがワ！ンダーランド」等を経て見えてきたこのまちの課題と新
たな可能性を踏まえ、私たちの暮らしとこのまちの将来像を描いた「まち
なか未来戦略」を発表します。

特集

市民パワー炸裂！
岡崎市制100周年記念事業

所 図書館交流プラザ りぶらホール
定 １２０名

［ゲスト］ 清水義次氏（アフタヌーンソサエティ）、泉英明氏（㈲ハートビートプ

対 中小企業経営者、個人事業主、起業家
デザイナー、学生、など
申 下記に電話またはFAXにてお申込下さい
FAX:83-9017

ラン）、藤村龍至氏（東京藝術大学准教授）

まちのミカタ

[乙川リバーフロント推進課 Tel23-6490]

発行・編集

配布
岡崎市図書館交流プラザ・Libra／岡崎市内の地域交流センター
会員宛へ郵送 等 ※会員登録をご希望の方は先までご連絡ください。

2017.03 vol.84

〒444-0072 愛知県岡崎市六供町字杉本78-1
TEL（0564）23-2888／FAX（0564）23-2898
http://www.okazaki-lita.com/
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配布協力
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2016年７月１日、岡崎市は市制100周年を迎えました。こ

NPO法人岡崎まち育てセンター・りたは、その中でも「新世

れを記念する事業が数々実施されました。行政が主導して

紀岡崎チャレンジ100（100の市民プロジェクトに上限100万円

行った参加型イベントや記念事業（新商品開発、桜の名所づ

を補助）」「岡崎百景（次世代に伝えたい景観を市民が選

くりなど）、各種ワークショップ（スポーツ、アート、サイエンスな

定）」「岡崎まちものがたり（全47小学校区ごとの歴史や自然

ど）はもちろんのこと、市民主体・行政支援で行われた市制

の魅力をまとめた本を編纂）」の事業推進に尽力してきまし

100周年記念事業が大々的に展開した点は、特筆すべき岡

た。今号のりたらしいでは、この３事業に焦点を当ててご紹介

崎の特徴といえます。

いたします。

特集

１月～２月のりた

市民パワー炸裂！
岡崎市制100周年記念事業

市民活動センター

「2分間で団体
の魅力を伝えきる」
マッチング プ レ ゼ ン 講 座

1/28

認定NPO法人WAFCA元事
務局長 坂元邦晴氏を講師
に迎え、「会員を増やしたい」

学区ごとに作成委員会を立ち上げ、学区の皆さん自身が、各８ページの
紙面に掲載するネタの選定、写真の撮影、執筆・編集をするお手伝いを
させていただきました。学区の特徴を表す表紙写真やキャッチコピー、年
表の作成、おすすめ情報や特集記事にいたるまで、作成委員の皆さんの
熱い思いが詰め込まれた個性豊かな「まちものがたり」が約2年の月日を

まちものがたり抜き刷り

市内47の小学校区ごとに学区の魅力を紹介する「岡崎まちものがたり」。

▼学区単位の

●岡崎まちものがたり

なごみん

1/17～29

座を開講しました。
「広報とは」「情報ひろばを更
新するとどんなよいことがある
のか」「パソコンは苦手」など
広報でお悩みの市民活動団
体の皆さん向けにマンツーマ
ン講座を開講しました。

等でご覧いただけます。または電子データは岡崎市ホームページでダウン

よりなん

よりなん周りの歴史散
歩(まち育てスクール)

1/29
景観

●岡崎百景

よりなん周辺を参加者の方と
巡り、日頃は見過ごしているも
のやまち並みを肌で感じることで
地元の良いところを再発見しまし
た。また、住職さんや宮司さんの
話を伺い、歴史や文化を伝承す
ることの大切さを学びました。

「○○百景」や「○○百選」は、全国各地、様々なテーマで選ばれており、岡崎市
にも代表的な観光資源を集めた「岡崎観光きらり百選」があります。一方、「岡崎
百景」の特徴は、いわゆる名所旧跡の類のみならず、書物に残らないような身近
な「あたりまえ」の日常に潜む大切な景観や場面にスポットを当て、一般公募で集
まった「百景推薦人」から主観的な愛着や思い入れのある景観を募り、多くの市
民の共感が得られたものを「岡崎百景」として選定している点にあります。2年間の
研修プログラムを通じて磨かれた、推薦人83名選りすぐりの122の景観の中から、

まち育て推進チーム

2/18,19
景観

まちのトレジャー
ハンティング
@岡崎

40名の参加者とハンター
（専門家）が2日間考え抜
いた岡崎のまちの未来を

■岡崎まちものがたり｜http://www.city.okazaki.lg.jp/100th/topics/p020876.html

▲岡崎百景選定の様子

に向けてスキルが学べる講

マッチング

かけて堂々完成しました。計400頁の力作は、りぶらや地域交流センター
ロードできます。

「仲間を増やしたい」と言う方

情報ひろば活用講座

やはぎかん

1,497人の市民投票を経て決まった岡崎百景は、パンフレットとしてまとめられた

2/4

防災学び合い交流会

熱 く 提 案す る「報 告会」と
ゲストを招いた「トークライ
ブ」を開催しました。

マッチングフェアin第6回
岡崎まち育てフェスタ
2月19日(日)に図書館交流プラザ・りぶらホールにて
「マッチングフェアin第6回岡崎まち育てフェスタ」を開

防災

他、岡崎市のホームページで閲覧することができます。今後、岡崎百景をPRする

防災講話や防災体験、学生

催しました。「岡崎まち育てフェスタ」とは、よりよい岡

企画を推薦人の皆さんと共に考えていきますので、お楽しみに！

の学習発表をもとに、子育て

崎を創造するために「公益活動」の次の一歩を応援

■岡崎百景HP｜http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1637/p017810.html

世代の女性のために災害時

するイベントとして毎年開催しています。６回目となる

の行動を考える交流会を開

今回は、市内のNPO有志を中心に実行委員会を組

催しました。

新世紀岡崎チャレンジ100

織し、「マッチングフェア」を企画しました。
昨年の同企画が好評であったことから、今回も昨年

りたは、市制100周年を祝う市民プロジェクトに上限100万円
（総額１億円）を補助する市民参加事業「新世紀岡崎チャレン
ジ100」のサポート窓口を担いました。公募の結果、112件の申
請があり、93件が採択されました（最終的に89プロジェクトが
実施）。
主な特徴は、①膨大な市民が参加：1,000人を超える集客に成功
したものが続出（お祭り、講演会など）。②テーマが多様：発
達障害や外国人の暮らし、人間の生死を扱うものまで多様な
テーマ展開。③歴史性を可視化：岡崎の歴史を「能」や「三十
六地蔵」といった特色ある形で表現。④文化性を可視化：演奏
会やミュージカル、絵手紙、かるたなど、文化的な方法でお祝
い。⑤地域の宝の掘り起こし：これまで日の目を見なかった城
跡や歴史的建物、自然に光をあて、市民に参加・体験の場を創
出。⑥若者たちの感性とパワーが炸裂：豪華アーティストと地
元の子ども・若者のコラボ音楽祭の開催や市民参加型映画づく
りなど、若者ならではの企画が目白押しでした。
※全プロジェクト概要をまとめた記念誌を3月末発行予定

むらさきかん

東部の活躍人！交流会

2/5
マッチング

東部地域で、ふるさとづくりに

悠紀の里

2/26

同様に各ブースでマッチングをする形式で開催をしま
した。今回は、より多くの市民の方に参加をしていただ
き、18件のマッチングが成立しました。

活躍されている市民団体・地

「イベントで野菜を販売して欲しい」「同じ福祉の立場

域団体の方を対象に、活動

から一緒に勉強したい!」など、きっかけは様々です

発表と情報・意見交換会を

が、それぞれの公益活動を広め協働相手を見つける

開催しました。

ことのできる交流会となりました。

ゆきフェスタ

マッチング
全館オープンから2周年を迎
える 悠紀の里 にて、公益活
動団体の日頃の活動成果発
表の場として「ゆきフェスタを
開催しました。

