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パレット柏がオープンしました
行うことになりました。柏市民交流センター
としてミーティングルームやオープンスペー
ス、作業室といった提供させていただくサー
ビスは、指定管理者が担当させていただきま
す。
一方で、市民活動に関する各種相談や講座
などについては、市民活動サポートコーナー
が担当します。窓口が分かれることでしばら
くはご不便をおかけすることもあるかと思い
ますが、機能的に充実し、より幅広い市民の
2016 年 5 月 14 日、柏駅東口の柏二番街商店

皆様に活用していただく上で必要な体制をと

街とセントラルパル通りの交差点角に建設さ

らせていただいていますのでご理解いただき

れた再開発ビル「DayOne タワー」の３階に柏

ますようお願いします。

市文化・交流複合施設「パレット柏」がオー

今後ともよろしくお願い申し上げます。

プンしました。それに伴い、柏駅前通りハウ
ディモールにあった柏市民活動センターは閉
館し、パレット柏内に柏市民交流センター及
び市民活動サポートコーナーとして新たに開
設されました。
パレット柏には、柏市民交流センター、市民
活動サポートコーナーの他に、柏市民ギャラ
リー、柏市国際交流センター、柏市男女共同
参画センターといった機能があります。その
ため、施設管理全般については指定管理者が
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パレット柏開設記念 いいまちづくりふれあいフェスタ
盛況ぶりでした。多くの市民の皆様にパレッ
ト柏に足を運んでいただくことができ、また、
参加した市民活動団体においては、今後、パ
レット柏を活用していく上で、課題も含めて
いい経験になったのではないかと思います。
パレット柏開設記念「いいまちづくりふれ
あいフェスタ」の４日間は、1 日目（20 日）
「文
化」、2 日目（21 日）「環境」、3 日目（22 日）
「こども」、4 日目（23 日）「健康」と、それ
フェスタオープンセレモニーの様子

パレット柏の開設を記念して、市民公益活

ぞれテーマを決めて開催されました。開催日
ごとに振り返ってみたいと思います。

動団体による、
「いいまちづくりふれあいフェ
スタ」が、5 月 20 日（金）から 23 日（月）ま
での４日間、パレット柏で開催されました。
柏市民活動センターに登録している市民公
益活動団体は、これまで毎年 5 月に有志によ
る実行委員会を組織して「柏市民活動フェス
タ」を開催してきましたが、今年は 4 月下旬
に柏市民活動センターが閉館し、5 月にパレッ
ト柏が開館するという状況で、従来の柏市民
活動フェスタを 5 月に実施するのが難しいた
め、その代わりに、新たに開館するパレット

フェスタ最終日の市民活動交流会の様子

柏をより多くの市民に知ってもらい、あわせ
て柏の市民活動のすそ野を広
げていくことを目的として、
パレット柏開設記念「いいま
ちづくりふれあいフェスタ」
を開催することになりました。
参加する市民活動団体も当
然パレット柏を利用するのが
初めてという手探りの状況で
したが、57 団体の市民活動団
体が参加して、来場者数は４
日間合計で 5,000 人を超える
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いいまちづくりふれあいフェスタ １日目
午後には、ミーティングルームや多目的ス
ペースを使って、参加団体による手話体験会
やダンスワークショップ、アート体験、朗読
劇、合唱コンサート、そして様々なセミナー
や活動紹介などが行われました。

オープン記念講演会

パレット柏開設記念「いいまちづくりふれ
あいフェスタ」の第１日目は「文化」をテー
マにした１日でした。午前中はオープンセレ
モニーに続き、オープン記念講演会「商都 柏
の物語」を行いました。パレット柏がある柏

日本舞踊・詩吟・百尺演奏と盆踊りの講習会
（ボランティアいきいき）

駅周辺地域が商業都市として発展してきた歴
史を、柏市生涯学習部文化課の高野氏が講演
しました。

＜20 日の参加団体（50 音順）＞

オープンスペースの写真展の様子

オープンスペースでは、オープン記念講演
会に合わせて、フォトアーカイブス柏による
柏駅周辺の歴史を辿る写真展と、柏 ALWAYS
「私とまちの物語」プロジェクトチームによ
る、柏の街の今昔を比較する写真展、そして、
柏・麦わらぼうしの会による原爆写真展が開

NPO こどもすぺーす柏
笑顔の会・きらら
老いじたくあんしんねっと
介護・認知症の家族と歩む会
“かがみの会”
柏 ALWAYS「私とまちの物語」プロジェクト
チーム
柏市民合唱団・柏市民コーラス
柏市リサイクルプラザリボン館運営委員会
柏まちなかカレッジ企画運営会議
柏・麦わらぼうしの会
手話サークルかしわの会
フォトアーカイブス柏
ボランティアいきいき
本活倶楽部
レインボウ飛鳥カントリーダンスクラブ

催されました。
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いいまちづくりふれあいフェスタ ２日目
ミーティングルームでは、ワタの苗の無料
配布、ローフード試食、放射能問題を考える
アンケートや、松ヶ崎城に関する講演会など、
地域の環境や生活環境の改善に取り組む様々
な団体によるセミナーやイベントが開催され
ました。

２日目のテーマは「環境」、オープンスペー
スでは、柏市リサイクルプラザリボン館運営
委員会が、品質に問題がないにもかかわらず
廃棄処分されてしまう食品の寄付 コーナー
「減らそう！食品ロス」を設けて来場者に協
力を求めました。寄付食品の受付は１日目か
ら行っていました。リボン館運営委員会は他

木造住宅の耐震補強、省エネリフォーム講習会
（かしわ地域防災エコネット）

に、なんでも修理教室やリサイクル工作コー
ナーも行っていました。
また、かしわ環境ステーションによる子ど

＜21 日の参加団体（50 音順）＞

も科学教室や、大堀川の水辺をきれいにする
会による大堀川の生きものの展示、地球市民
交流基金アーシアンによるフェアトレード品
の販売、NPO 柏・地域福祉ネット“風の木”に
よる手作り小物品の販売、環境団体 10 団体の
ポスター展も開催されました。

笑顔の会・きらら
エコピュア柏
NPO 柏・地域福祉ネット“風の木”
大津川をきれいにする会
大堀川の水辺をきれいにする会
介護・認知症の家族と歩む会
“かがみの会”
かしわ FP 会
かしわ環境ステーション
柏市リサイクルプラザリボン館運営委員会
柏市民劇場 CoTiK
かしわ地域防災エコネット
環境とエネルギー・柏の会
絆：福島支援柏コットンプロジェクト
せっけんの街
地球市民交流基金アーシアン
手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会
手賀沼トラスト

ワタの苗無料配布：フワフワの綿を収穫してみませんか
（絆：福島支援柏コットンプロジェクト）
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いいまちづくりふれあいフェスタ ３日目
てをしているママの応援講座、暴力から子ど
もを守るために周囲の大人ができることを学
ぶ講座、おはなし会、朗読劇、ダンス教室な
どなど多彩なイベントが行われました。

子育て・教育シンポジウム

３日目のテーマは「こども」です。この日
は柏駅前通りハウディモールの歩行者天国で
「子育てフェスタ」が開催されたこともあり
多くの親子が来場されました。

牛乳パックを使ったリサイクルおもちゃづくり
（柏市消費者の会・柏生活クラブ）

実行委員会が企画した「子育て・教育シン
ポジウム」では、逆井中学校の生徒による逆

＜22 日の参加団体（50 音順）＞

井ばやしのあと、教育委員会学校教育課とこ
ども部子育て支援課が柏市の子育て支援策や
学校教育について紹介し参加者と意見交換し
ました。教育委員会とこども部が両方参加し
て市の子育て・教育施策について紹介する機
会はあまりないのではないかと思います。

活動写真展・手作りお菓子の販売
（青空共同保育「どんぐり」）

オープンスペースやミーティングルーム、
多目的スペースでは、参加団体の活動紹介や

青空共同保育「どんぐり」
笑顔の会・きらら
NPO 柏・地域福祉ネット“風の木”
NPO こどもすぺーす柏
“かがみの会”
柏おやじダンサーズ
かしわ子育てまちづくりネットワーク・こ
こっと
柏子どもの文化連絡会
かしわ詩のひろば
柏市消費生活「かたくりの会」連絡協議会
柏市消費者の会
柏生活クラブ
柏 Papa Shake Hands
柏・麦わらぼうしの会
CAP なのはな
劇団:Aqua mode planning
Jun の星
スペース若柴
“十色”咲かそう会
東葛柏福祉会
結ワールド 21

子ども向けの工作教室、仕事をしながら子育
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いいまちづくりふれあいフェスタ ４日目
４日目、最終日のテーマは「健康」です。

防災安全課による基調講演と様々な分野の市

柏市ウォーキングネットワークはパレット柏

民活動団体がパネリストとなり「まちづくり」

周辺の寺社を巡る健康ウォーキングを開催し

に対する思いを意見交換しました。

ました。

いいまちづくりパネルディスカッション
南京玉すだれの披露と体験
（おかめひょっとこ（南京玉すだれ））

ミーティングルームでは、住宅環境から健

いいまちづくりふれあいフェスタの最終日、

康を考える講座や、高齢社会の生き方を考え

すべてのプログラムが終了した夕方 18 時から、

る講座、金子みすゞの詩の朗詠、スポーツ吹

オープンスペースで市民活動交流会を開催し

矢や南京玉すだれ、どじょうすくい、笑いヨ

ました。軽食とアルコールも入り、これから

ガの体験会など楽しいイベントが行われまし

の市民活動について楽しく語り合いました。

た。柏の葉ポールウォーキングクラブは多目
的スペースで、簡易体力測定で来場者の歩行
年齢を測定しました。
＜23 日の参加団体（50 音順）＞

笑って元気！笑いヨガ体験
（柏・笑いヨガクラブ）

午後は、実行委員会メンバーの柏市地域協
働を考える会が中心となり「いいまちづくり

NPO 柏・地域福祉ネット風の木
老いじたくあんしんねっと
おかめひょっとこ（南京玉すだれ）
柏市ウォーキングネットワーク
柏市地域協働を考える会
柏脳トレ料理クラブ
柏の葉ポールウォーキングクラブ
柏・笑いヨガクラブ
金子みすゞ詩朗読コーチング会
“木の家づくり”から環境・健康を考える
会
健康スポーツ吹矢 柏吹会
翔の会
百尺竿頭 太極拳

パネルディスカッション」が開催されました。
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パレット柏のご利用について
パレット柏は、柏市民交流センター、市民
活動サポートコーナーの他にも様々な機能が
ありますので、窓口もいくつかに分かれてい
ます。パレット柏にご来館いただいた際には
どちらの窓口でも担当窓口をご紹介しますが、
電話で問い合わせをされる際には、下記の電
話番号をご確認の上ご連絡ください。
また、開館時間も異なりますのでご来館の
際にはご注意ください。
エスカレーター、エレベーターで３階へ

パレット柏にご来場の際は、
柏駅東口から柏二番街商店
街を通って、または柏駅南口
から柏マルイの前を通って、
ドン・キホーテ柏駅前店向か
い「DayOne タワー」のエス
カレーター、エレベーターを
使用して３階にお上がりく
ださい。
パレット柏には専用の駐輪
場、駐車場はありませんので
パレット柏周辺の有料駐輪
場・駐車場をご利用くださ
い。
パレット柏の施設利用に関すること（代表連絡先） TEL 04-7157-0280
柏市民交流センター

8:30〜21:30（年末年始 休館）

柏市民ギャラリー

9:00〜21:00（年末年始 休館）

市民公益活動相談窓口、市民活動講座等
市民活動サポートコーナー

TEL 04-7163-1143

9:30〜17:45（年末年始 休館）

国際交流、柏市在住外国人支援、語学講座等
柏市国際交流センター

8:30〜17:15（日祝日・年末年始 休館）

男女共同参画推進、DV・性差に関する各種相談等
柏市男女共同参画センター

TEL 04-7167-1127

8:30〜17:15（土日祝日・年末年始 休館）

定年退職された方などのセカンドライフサポート
セカンドライフ応援窓口

TEL 04-7157-0281

TEL 04-7157-0282

10:00〜16:00（土日祝日・年末年始 休館）
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市民活動サポートコーナーより
パレット柏のオープン当初は今回特集させ

ります。柏市民交流センターは、直接的に市

ていただいたパレット柏開設記念イベントや、 民活動をしている市民だけでなく、様々な市
柏市民ギャラリーでもオープン記念の魅力的

民が様々な立場で利用することで、新たな交

な展覧会が開催され、多くの市民の皆様がそ

流を生み、その結果、市民活動が多様に展開

れらのついでに施設見学に来られました。

していく可能性を期待して名づけられました。

オープンから約３ヶ月が経ち、そのような

今までもこれからも柏をよりよい街にして

お祭り気分は抜けて平常の運営に移りつつあ

いくのは市民が中心であり、しかし、多様化

りますが、今でも来場される方は増え続けて

していく地域課題やニーズに応えていくには、

います。柏市民活動センターでは施設に限界

従来の地域コミュニティや市民活動の発想だ

があり、利用をほぼ市民活動団体に限ってい

けでなく、それを超えた新しいつながりや取

ましたが、パレット柏の特にオープンスペー

り組みが必要になってくるのではないかと考

スでは実に様々な方々が利用されるようにな

えています。それがどのようなものかは現在

りました。

具体的に示すことはできませんが、パレット
柏が、それを模索して創っていく場になれば

ところで、新しい施設を「柏市文化・交流

と期待しています。

複合施設」とし、主要な施設機能を柏市民交
流センターとしたことに対して、柏市民活動

具体的な市民活動支援については私たち

センターを利用されてきた一部の市民活動団

「市民活動サポートコーナー」のスタッフが

体の方々から、
「柏市は市民活動の支援をしな

引き続き担っていきます。市民活動施策に対

くなるのか？」という質問を受けました。も

する懸念が杞憂であったと言われるよう取り

ちろんそのようなことはなく、今後もパレッ

組んでいきますので、今後ともよろしくお願

ト柏を拠点にして、より柏の市民活動が発展

い申し上げます。

するべく取り組んでいきますが、名称に「市
民活動」がなくなることで、市民活動支援の

市民活動サポートコーナースタッフ

色合いが薄くなるのではないかと懸念を持た

及川愛二

れたものと思います。

岡本雅子

確かに名称は大切です。名は体を表すと言

鬼山恵子

われるとおり、名称が持つ力は大きく、それ

砂原成治

によってその物の性格が規定されることもあ

松清智洋
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