
「まちづくりデイ」一緒にはじめませんか？　24時間作戦会議みたいなまちづくりタイムテーブル

お題 話し手

19:00 ～ 21:00 現運営委員の公開会議 来年「新部門」どうしようかの会

21:00 ～ 21:15 今夜のコンテンツ紹介 トーク１ 夜から朝までの話し手をご紹介します。 運営委員　橘 たか

21:15 ～ 21:30 トーク２ 世田谷まちづくりファンド初期6年間の評価 三矢勝司さん

21:30 ～ 21:45 トーク３ 事例紹介「安心安全のまちづくり～防災・交通安全の視点から」

21:45 ～ 22:00 トーク４ フリートーク「区民と区の協働ってどんなこと？」

22:00 ～ 22:15 助成グループ（活動部門） トーク５ 地域に根ざす女性起業家が描くまちづくり
一般社団法人イヴの木
鈴木景子さん・小堤明子さん

22:15 ～ 22:30 助成グループ トーク６ エンゲキとまちづくり
ハコブネ　山本悠さん
こおりやま子ども若者ネット　櫻
井龍太郎さん

22:30 ～ 22:45 助成グループ（活動部門） トーク７
いじめ反対運動ピンクシャツデーの宣伝
＆メッセージ募集について

ピンクシャツデーNIPPON
天野さん

22:45 ～ 23:00 助成グループ トーク８ こどもと中高生世代の居場所づくり
RRRプロジェクト
藤本竜汰さん・大島龍亮さん・櫻
井龍太郎さん

23:00 ～ 23:15 トーク９ 調整中

23:15 ～ 23:30 助成グループ トーク１０ 乳幼児の居場所について
せたがや子育てネット
松田妙子さん

23:30 ～ 23:45 助成グループ(ラボ部門） トーク１１ 三茶にサンタがやってくる＆世田谷プレゼントバンクのこと みんぼら世田谷　鈴木佑輔さん

23:45 ～ 0:00 トーク１２ 調整中

0:00 ～ 0:15 トーク１３
高校生当時に助成金をもらって活動したことが、今までにどう生
きたか

High人沖田洋文さん、香月遼さ
ん（助成グループ）

0:15 ～ 0:30 トーク14

0:30 ～ 0:45 トーク15

0:45 ～ 1:00 トーク16

1:00 ～ 1:15 トーク17

1:15 ～ 1:30 トーク18

1:30 ～ 1:45 トーク１９

1:45 ～ 2:00 トーク２０

2:00 ～ 2:15 トーク２１

2:15 ～ 2:30 トーク２２

2:30 ～ 2:45 トーク２３

2:45 ～ 3:00 トーク２４

3:00 ～ 3:15 トーク２5 市川徹さん（元運営委員）

3:15 ～ 3:30 トーク２６

3:30 ～ 3:45 トーク２７

3:45 ～ 4:00 トーク２８

4:00 ～ 4:15 トーク２９ 吉澤卓さん（100人の本屋さん）

4:15 ～ 4:30 トーク３０

4:30 ～ 4:45 トーク３１

4:45 ～ 5:00 トーク３２

5:00 ～ 5:15 トーク３３ 千葉晋也さん（元運営委員）

5:15 ～ 5:30 トーク３４

5:30 ～ 5:45 トーク３５

5:45 ～ 6:00 トーク３６

6:00 ～ 6:15 トーク３７

6:15 ～ 6:30 トーク３８

6:30 ～ 6:45 トーク３９

6:45 ～ 7:00 トーク４０ グリーンインフラ・雨庭づくりについて 神谷博さん

7:00 ～ 7:15 助成グループ トーク４１ 土とみどりを守る会・せたがやグリーン・マップ、シェア奥沢について堀内正弘さん

7:15 ～ 7:30 助成グループ・元運営委員 トーク４２ まちづくりアーカイブについて 市川徹さん

7:30 ～ 7:45 トーク４３
家のある池尻の歴史とその周辺のこと、多摩ニュータウンのまち
づくりのこと等

三井直義さん

7:45 ～ 8:00 トーク４４ 【対談】（仮）交通戦争から平和的交通改善へ
CHARICO福島恵一さん
×男鹿芳則（トラまち理事長）

8:00 ～ 8:15 トーク４５
【企画トーク】玉川田園調布のまちづくり①
不動産事業とまちづくりーコミュニティー・ハウジングの活動

木下壽子さん

8:15 ～ 8:30 助成グループ・運営関連 トーク４６
【企画トーク】玉川田園調布のまちづくり②
玉川まちづくりハウスについて

伊藤雅春さん
小西玲子さん

8:30 ～ 8:45 元運営委員 トーク４７
【企画トーク】玉川田園調布のまちづくり③
これからのまちづくりについて

林泰義さん

8:45 ～ 9:00 トーク４８ 水辺空間のまちづくりについて
二子玉川エリアマネジメンツ
中村輝之さん・笠原徳広さん

9:00 ～ 9:15 トーク４９ 調整中

9:15 ～ 9:30 運営委員長対談 トーク５０
お隣からみた世田谷まちづくりファンド
〜川向かいの川崎市から〜

川崎市中村茂さん
×饗庭伸（ファンド運営委員長）

9:30 ～ 9:45 元運営委員 トーク５１ 　私が世田谷で出会ったすごいこと 齋藤啓子さん

9:45 ～ 10:00 トーク５２ 調整中

10:00 ～ 10:15 元運営委員 トーク５３ キラ星応援部門の立ち上げ秘話 水谷衣里さん

10:15 ～ 10:30 行政職員 トーク５４  [現場から]三茶のミライを考える

世田谷区市街地整備課
大平光則さん・渡邊徹さん
世田谷総合支所街づくり課
大橋弘典さん

10:30 ～ 10:45 トーク５５

10:45 ～ 11:00 行政職員 トーク５６ [現場から]上野毛地区のコミュニティ農園の取り組み

11:00 ～ 11:15 助成グループ（キラ星）・元運営委員 トーク５７ futacolabからフクフクプラスへ 磯村歩さん

11:15 ～ 11:30 トーク５８

11:30 ～ 11:45 トーク５９

11:45 ～ 12:00 トーク６０

12:00 ～ 12:15 トーク６１

12:15 ～ 12:30 行政職員 トーク６２ 小田急線上部利用の住民参加のまちづくり
世田谷区北沢総合支所街づくり課
 一坪博さん・北島寿信さん

12:30 ～ 12:45 助成グループ（活動部門） トーク６３ [現地から]女性の生き方見本市～イヴの木 イブの木　小堤明子さん

12:45 ～ 13:00 トーク６４

13:00 ～ 13:15 助成グループ（ラボ部門） トーク６５ DVや虐待を見逃さない地域をともにつくる
コミュニティ・ネットワーク・ウエー
ブさん

13:15 ～ 13:30 トーク６６

13:30 ～ 13:45 行政職員 トーク６７
bajico（馬事公苑界隈コミュニティデザインプロジェクト）につい
て

世田谷区都市デザイン課
赤堀弘幸さん

13:45 ～ 14:00 トーク６８

14:00 ～ 14:15 トーク６９ 羽根木プレーパークのリーダーハウスPJについて

14:15 ～ 14:30 トーク７０
クラファンQ＆A～リーダーハウス解体工事費調達経験から～
クラファン活用について荒木さんに聞いてみよう！

14:30 ～ 14:45 助成グループ（活動部門） トーク７１ [現地から]（仮）下北沢リンクパークについて
下北沢ﾘﾝｸﾊﾟｰｸ　谷口岳さん
ほか

14:45 ～ 15:00 トーク７２ 調整中

15:00 ～ 15:15 トーク73

15:15 ～ 15:30 トーク74

15:30 ～ 15:45 トーク７５ [ななつのこより中継]烏山のまちづくりについて

15:45 ～ 16:00 トーク７６ [ななつのこより中継]烏山ネット・わ～く・ショップについて

16:00 ～ 16:15 トラまち トーク７７ 世田谷トラストまちづくり　取り組み紹介 男鹿芳則（理事長）

16:15 ～ 16:30 助成グループ（ラボ部門） トーク７８ らくらくハウスについて らくらくハウスメンバー

16:30 ～ 16:45 トーク７９

16:45 ～ 17:00 トーク８０

17:00 ～ 19:00 「まちづくりデイ」をどうしようかの会
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プログラム

公開会議

丑三つ時の〇〇〇〇改め

「世田谷のまちづくりはどこか
ら来てどこへ行くのか」
＠100人の本屋さん
（担当運営委員　池本＆湧口）

「まちづくりデイ」作戦会議

【中継】多摩川河川敷の大きな
黒板を「まちづくりのアイデ
ア」で埋めよう！

助成グループ

助成グループ

世田谷ユース・
ミッドナイとーく！

（担当運営委員　美濃部＆橘）

今、自分が取り組んでいる or
取り組んできた活動の紹介と、

今後の自分の進路に
ついて、ざっくばらんにみんな
で話しましょう～。また、自分と

同じユース世代
に向けて一言！

10代～20代の方限定枠とさせ
ていただきます。

自宅から参加ください。
最長3時まで！

烏山ネット・わ～く・ショップ
稲田信之さん・メンバー

（予定）
市川徹さん
杉崎和久さん
寺内義則さん
男鹿芳則

『世田谷の市民まちづくり史をひも解くリレーフォーラム』
（1998.3.14開催）で制作された年表（６０～90年代）を見なが
ら世田谷のまちづくり史についてメンバーと語ります。
【協力】（一財）世田谷コミュニティ財団、法政大学杉崎研究室、国士
舘大学寺内研究室

CHARICO福島恵一さん
宮地成子さん

集まれる人は、はらっぱに集合！
鎌田1丁目地先多摩川河川敷二子緑地
（せたがや水辺の楽校はらっぱ）

きぬたまあそび村
剣持さん＆金子さん

羽根木プレーパーク
世話人代表　荒木直子さん

3時台：どこから来てどこへ行くのか

4時台：まちづくりのプレイヤーとしての商店街について

5時台：風景づくり、公共の街路樹などの利活用
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