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通信
次世代郊外まちづくり通信は、「次世代郊外まちづ
くり」のさまざまな活動をお知らせし、地域の皆さ
まをはじめとして多くの方々に知ってもらうための
ニュースです。

http:// j isedaikogai.jp/
Web サイトはこちら 横浜市

　横浜市は 2018 年６月に、SDGs の達成に向けて優れた取組を提案する都市「SDGs 未来都市」と、
その中で特に先導的な取組をする「自治体 SDGs モデル事業」に選定されました。 
　「環境を軸に、経済や文化・芸術による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市の実現」をビジョンに、
SDGs 未来都市の横浜型大都市モデルに挑戦しています。

第5回 
ファミリーリソースプロジェクト
開催します！

まちぐるみの保育・子育てを目指して

次世代郊外まちづくりでは、「まちぐるみの保育・子育て」の実現を目指し、

たまプラーザの周辺にて子ども、子育て家庭のたくさんの声を聞き、接して

いる、地域の学校や保育所、子育て支援関係者の参加のもと2014年から「子

ども・子育てタウンミーティング」を実施してきました。このまちが子どもも、

大人も健やかに過ごせる場所であり続けるためにはと対話を重ねてきました。

そして、そのタウンミーティングでの対話をもとに、地域の子育て家庭も、

支援側も集まれる機会や場をつくろう！という思いで始まったのが「ファミ

リーリソースプロジェクト」です。これまで 2017 年 12 月に第 1 回、

2018 年 2 月に第 2 回、2018 年 9 月に第 3 回、2019 年 2 月に第 4 回

を開催し、まちぐるみの子育てをテーマとした「ミニレクチャー」や子ども

たちが参加できる「手作りワークショップ」「子育てママやパパの座談会」等

の企画を実施。毎回100名ほどの方にご参加いただいています。

「ファミリーリソースプロジェクト」

たまプラーザ駅たまプラーザ駅

◆美しが丘公園◆美しが丘公園

◆CO-NIWA
 　たまプラーザ
◆CO-NIWA
 　たまプラーザ

◆WISE Living Lab◆WISE Living Lab

日程

時間

場所

●プログラム一覧

「CO-NIWAたまプラーザ」内で同日開催!!お子様向け
イベント

キッズルーム併設型のシェアワークスペース「美しが丘ワーキングスペース」では、ゲームなどが
楽しめるお子様向けのイベントを開催します。親子で楽しい色集めに挑戦！あか・あお・きいろ…
いくつ集められるかな？全部の色がそろったらかわいいプレゼントがもらえる「色あつめラリー」。
そのほか絵本の読み聞かせコーナーも。　（プログラムは変更になる場合があります）

▶時　間：12:30～14:30
▶申込み：不要・入退場自由
▶対　象：未就学児とその保護者
▶料　金：無料
▶問合せ：045-285-1090
▶HP：http://www.selun.ne.jp/share/

時 間

10:30

15:00

共創スペース

開　場

終　了

CO-NIWA
たまプラーザ

 

  
 

こどもグッズ交換会

  

おはなし会

モデル棟 PEOPLEWISE
CAFE

WISE Living Lab

コミュニティ・コア

12:00

13:00

お茶会（店内）

地域環境カードゲーム
「マイアース」

※詳細は適宜 HP にてお知らせします ▶▶▶ http://jisedaikogai.jp/

machiken@machihoiku.jp

 

 
 
 

手作りワークショップ
「つるしひな人形づくり」

アートワークショップ
「なにつくる？
　なにつかう？」対話ボードコーナー

プログラム❶

プログラム❷ 〈11:00～12:00〉
プログラム❻

〈14:00～15:00〉
プログラム❼

〈12:00～14:30〉

〈11:00～14:30〉

プログラム❾

プログラム❽

〈13:00～14:00〉
プログラム❺

〈13:00～15:00〉
プログラム❸

ダブルダッチ
体験会
（ウッドデッキ）

たまプラリビングラボ
「たまプラボットに
　教えてあげよう！」

〈11:00～13:00〉
プログラム❹

ファミリーリソースプロジェクト
お問い合わせ先はこちらから ▶▶▶

※終了後は保育事業者らによる「子ども・子育てタウンミーティング」を実施し対話を継続していきます

〈10:30～15:00〉

〈10:30～15:00〉

「色あつめラリーで遊ぼう！」東急（株）美しが丘ワーキングスペース

2０２０年  ２月16日(日)
10：30 ～15：00
WISE Living Lab
CO-NIWAたまプラーザ
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第５回 ファミリー
リソースプロジェクト
-イベントプログラム -

２月１６日(日)開催！!

たまプラーザ駅たまプラーザ駅

◆美しが丘公園◆美しが丘公園

 ◆ ◆

 ◆ ◆

こどもグッズ交換会
お子さんの成長とともに使わなくなった衣類、
小物、おもちゃ等のこどもグッズをお持ちいた
だき、気に入ったものがあれば交換できます。
小学生以上の方のグッズ、お持ち帰りのみのご
参加も大歓迎です。
＊衣類、小物、おもちゃ以外の持込はご遠慮ください

１
たまプラリビングラボ
「たまプラボットに教えてあげよう！」

あなたが知っている「たまプラのまち情報」を教
えてください！教えていただけた方はもれなく
「お子さま向けハズレなしクジ引き」にチャレン
ジができます。まちのことならどんな情報でも
OKです。
集まった地域情報は、「たまプラボット（※）」に
追加され、たまプラボット君が賢くなっていきま
す。たまプラボット君の成長に、是非ご協力くだ
さい！

４

おはなし会 

地域の方による絵本の読み聞かせ会です。各
回 10分前より会場にて、受付いたします。

５

対話ボードコーナー
みなさんからのご意見やアイデア、想いなどを
書いていただくボードを設置します。テーマは
「美しが丘の好きなところ・暮らす理由」です。
ぜひ対話ボードを通して参加者の方同士で交流
してください！

２

お茶会
まちぐるみの保育・子育て 
「横浜子育てサポートシステム」を知ろう！

「まちぐるみの保育・子育て」をテーマにお茶を
楽しみながらみんなでお話しできる場です。
「横浜子育てサポートシステム」についてのご紹
介も。無料でコーヒー、お茶をご用意します。
どなたでもご参加可能です！

６

ダブルダッチ体験会 

たまプラーザの文化でもある「ダブルダッチ」
を体験できます！子どもから大人までご参加い
ただけます。

７

手作りワークショップ
つるしひな人形づくり
おりがみを使って、「つるしひな人形」をつく
るワークショップです。
親子で楽しめます。

９

こどもアートワークショップ
「なにつくる？なにつかう？」
さまざまな素材を使い、自由な発想でオブジェ
づくりを楽しめます！

８

＊たまプラボットとは、次世代郊外
まちづくりの社会実験として進め
る、たまプラの地域情報を教えて
くれるサービスです。LINE 上で
友達になることで、無料でご参加
可能です。

※事前の申し込み無し／無料

※当日プログラムが変更・中止となる場合がございます。

　あらかじめご了承ください。

※事前の申し込み無し／無料

※当日プログラムが変更・中止となる場合がございます。

　あらかじめご了承ください。

地球環境カードゲームコーナー
「マイアース」 

環境問題を学べる新感覚のトレーディングカー
ドゲームを楽しめます。元石川高校の生徒たち
が遊び方を丁寧に教えてくれます。

〈13:00～15:00〉

 ◆ 対 象：小学生～大人

コミュニティ・コア
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↓

貫通広場貫通広場

WISE Living Lab《会場図》

〈10:30～15:00〉 共創スペース 〈11:00～13:00〉 共創スペース

〈10:30～15:00〉 共創スペース

共創スペース

＊ダブルダッチとは 2 本のロープを使って跳ぶなわ
とびです
＊雨天中止／中止の際は当日に HP や Facebook を
通して発表します

〈13:00～14:00〉 モデル棟

 ◆ 11:00～  ◆ 11:30～  ◆ 13:00～  ◆ 13:30～
 ◆ 定 員：各回10名
 ◆ 対 象：乳幼児とその保護者～小学生

CO-NIWA
たまプラーザ
《会場図》

〈11:00～12:00〉 PEOPLEWISE CAFE 店内

 ◆ 定 員：10名

〈14:00～15:00〉 PEOPLEWISE CAFE ウッドデッキ

〈12:00～14:30〉 コミュニティ・コア

 ◆ 対 象：乳幼児とその保護者
＊材料等が無くなり次第終了となります

〈11:00～14:30〉 コミュニティ・コア

 ◆ 対 象：乳幼児とその保護者
＊材料等が無くなり次第終了となります

共創スペース

モデル棟

PEOPLEWISE CAFE
（店内 /ウッドデッキ）

３


