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vol.29

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。
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Web サイトはこちら 横浜市
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　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。

持続可能な郊外住宅地のためには、地域で新しい働き方が生まれ、充実したライフスタイルを

送れることが大切と考えます。さまざまなプログラムを通じて、田園都市沿線での豊かで新し

い暮らし方・働き方を創出するプロジェクトです。

「田園都市で暮らす、働く」プロジェクトとは？

青葉区のさまざまなエリアで活動している人たちの拠点をめぐりの１回目。美しが丘西エリアを中心に、

１５名の参加者とともに地域で実際にコトを起こしている方々や、それを支える場をめぐりました。

カフェ「book&café Nishi-Tei」

プログラムの詳細は中面をご覧ください▶▶

あおば拠点歩き vol.1 ～美しが丘西エリア～

静かな住宅街の中にある大

きな平屋を改装してつくられ

たカフェ。子育ての合間に心

を休ませることのできる場所が欲

しいとの思いが詰まっています。

フラワーショップ「空の箱」

みんなから愛されるま

ちのお花屋さん。家族の

協力のもと、子育てをし

ながらも自分がやりたい

ことを実現できる働き方を実践されています。

カフェ「Café BLanCo」
一つのことにこだわり

追求するのが好きな性格を

生かして、中米産のコーヒー

豆を研究し、脱サラしてカフェを開業。小窓から

学校帰りの子ども達が声をかけてくれるというエ

ピソードもあり、地域との関わり方を感じました。

集会所「平津 SUN サロン」

閑静な住宅街の緩やかな坂の上にある集会所。

地域の住民が積み立てた自治会費と、ヨコハマ市

民まち普請事業の助成を受けて

2011 年に開所。地域の方

による運営や活用方法を学び

ました。

美しが丘西地区センター

図書館、会議室、料理室、音楽室、

体育館、キッズスペース等を

併せ持つ施設。行政施設等の

活用の方法などを学びました。

Report！

「田園都市で暮らす、働く」プロジェクト

新しいライフスタイル・ワークスタイルが見つかるプログラム

まずは体験してみたい！！

起業の知識を得たい！！

より具体的に描きたい！！

①あおば拠点歩き ②くらす Bar

③あおばセカンドキャリア地域起業セミナー

④小商い講座 ⑤プロボノ講座

⑥あおば
地域起業相談室

プランのブラッシュ
アップをしたい！

地域で活躍している人に
会いに行こう！

これからのヒントを探る
トークイベント！

このまちで、新しいチャレンジをはじめよう！

想いを叶える一歩をあと押し！ プロボノって何だろう…？

ご参加をお待ちしております！
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職業上の経験やスキルをいかした新しい社会貢
献活動である「プロボノ」をテーマにしたセミ
ナーです。プロボノの基礎や、地域への参加の
方法などを学べます。

毎回、地域でチャレンジし
ている方や新しい価値を生
み出している方をゲストに
お招きして、これからのア
クションやヒントを探る
トークイベント。

①小商いってなんだろう？
10月 12日（土）10:00～12:00

②事業プランを立ててみよう！
11月 9日（土）10:00～12:00

③事業プラン発表会
12月 14日（土）10:00～12:00

プログラム（全3回）

小商い講座

▶ 場所　WISE Living Lab 共創スペース
▶ 定員　20 名

プロボノってなんだろう？
11月 14日（木）19:00～21:00

プログラム①

プロボノ入門講座

▶ 場所　アートフォーラムあざみ野
▶ 定員　60 名

ケーススタディから学ぼう！
12月 5日（木）19:00～21:00

プログラム②

▶ 場所　WISE Living Lab 共創スペース
▶ 定員　20 名

予約
受付中

連続講座 単独講座

藤が丘の拠点を歩いてみよう！
10月 26日（土）10:00～12:00

vol.２

あおば拠点歩き

▶ 場所　藤が丘周辺
▶ 定員　15 名

あざみ野の拠点を歩いてみよう！
12月 7日（土）時間未定

vol.３

▶ 場所　あざみ野周辺
▶ 定員　15 名

たまプラーザのここが好き
10月 18日（金）19:00～21:00

くらす Bar

▶ 場所　PEOPLEWISE CAFE
▶ 定員　15 名

未定
1月 2４日（金）19:00～21:00
▶ 場所　PEOPLEWISE CAFE
▶ 定員　15 名

参加者
募集中

vol.２

vol.３

青葉区のさまざまなエリアで活動している人
たちの拠点をめぐります。今、地域で何かやっ
てみたい方々、身近で活動している実践者に
会いに行きませんか。地域とのかかわり方に
新たなヒントを。

１

こんな人におすすめ！

・起業に興味がある方
・起業のイメージをつけたい方

単独講座

＜スケジュール＞

２

こんな人におすすめ！

・新しいことを始めたいと思っている方

＜スケジュール＞

あおばセカンドキャリア地域起業セミナー
連続講座３

新たな産業や働き方の創出にもつながるソー
シャルビジネスに関心のある方を対象に、ソー
シャルビジネスの基礎知識から、仲間づくり、
先輩起業家の講義などを通して、地域の担い手
となる皆さんの起業をサポートします。

＜スケジュール＞
9月～2020年 3月
（全7回）

▶ 定員　30 名程度

４

あおば地域起業相談室６
それぞれが持つ【課題】意識を、実際に“起業”
というアクションへ進める為に起業の悩みや疑
問にお応えします。

＜スケジュール＞
～2020年 3月（全13回）

▶ 時間　1 回 30 分
▶ 定員　1 団体 1 名

事前予約制

小規模な商売に特化した講座。売り上げを出す
仕組みや、PR の手法など、起業ノウハウを学
べるセミナーです。好きなことを仕事にするヒ
ントを。

こんな人におすすめ！

・事業プランを具体的にチャレンジしたい方
・事業プランをお持ちの方
・起業セミナー（青葉区セカンドキャリアなど）
を終えた方

＜スケジュール＞

５

＜スケジュール＞

こんな人におすすめ！

・スキルを地域で生かしたい方
・地域との関わり方を模索している方

６つのプログラムをご紹介 !!
イベント

美しが丘の拠点を歩いてみよう！
7月 8日（土）10:00～12:00

vol.１ ※終了しました
食と地域を語る
8月 2日（金）19:00～21:00

vol.１ ※終了しました

詳細やお申込みはこちら ▶ https://massmass.jp/tax_project/aoba_scondcareer/

参加者
募集中

参加者
募集中

※募集終了

※1 団体 年 3 回まで

※募集終了


