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１３号

5 月 12 日 晴天の中，“私たちも主役”をキャッチフレーズに柏市民活動
フェスタが開催される！！ （今年の参加者は推定１１，０００名）

今年の総

ファミリ

合窓口は

柏前広場

柏駅東口

でダンス

表面を向

を披露す

いてお出

る逆井中

迎え

学の皆さ
ん。

晴天の中，ハウ

，
ディモールは，
終日人並みで
溢れていまし
た。

秋山市長もチーバ君や開智国
際大学生（ボランティア）も応
援に駆けつけてくれました。
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柏駅東口 ダブルデッキ

ダブルデッキ （遊びの広場）
パンフレッ
ト配りはボ
ランティア
大学生が中
心に！！

お客さんを笑顔でお迎え

遊び広場は
ボランティ
アのお姉さ
んと
いっしょ！
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柏駅前通り（ハウディモール）

ファミリかしわ前広場

沓澤実行委

柏市の薬剤師

員長の挨拶

会も血圧検査

の後，
各会場

をこのフェス

一斉にスタ

タでＰＲ

ート

団体の活動
の紹介後は
広場を狭し
と熱演です。

市民団体の見本市
おやじダ
ンス有り，
ウエスタ

団体の想い思いの
ＰＲが終日中続き
ます。

ンあり，盆
踊りあり
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パレット柏 （オープンスペース）

パレット柏 （ミーティングルーム
多目的ホールでもフェスタ）

オープンスペースでは市民の安心・安全で豊かな
市民生活が送れるように，やさしい消費者セミナ
ーの開催やポスター展示，クイズなどでお客さん
を取り込みました。
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柏市民活動フェスタ 2019 年来場者アンケート結果報告
柏市民活動フェスタにご来場頂いた貴重なア
ンケート 45 枚の集計結果の報告です。

なり高く，フェスタを楽しまれている方が多い
事が伺えました。

当日はＧＷ後の最初の日曜日で，天候は快晴。
お越しになった方でアンケートにお答え頂けた

フェスタを何で知りました

の方の内，柏市にお住まいの方が 86.7％でした。
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■年代別では例年とほぼ同様で 70 代以上が
37.7％，60 代が 15.5％と合わせて 53.2％
と過半数を超えていますが，今回は～10 代が
２４．４％と多い状況でした。また，男女比
較ではこれも例年通り女性が（女性 27；男性
15）の方の投票が多かった。

5（来た
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■来年も来たい方は（レベル５及び４）84％と
かなり高く次年度への期待も高い。来たくな
いとおっしゃる方は皆無でした。
■気になる「市民活動団体がある・ない」の設

年代

問では気になる団体名の記述として
11

17

柏市消費者の会（５），柏生活クラブ（２），

1

7

2
3

ＮＰＯこどもスペース柏（２），リボン館（１），

4

～１０代

２０代

３０代

５０代

６０代

７０代以上

４０代

「どこかの市民団体に所属されていますか？」
の設問では，約５０％の方が現在・過去に市
民団体に所属している方のようです。

かがり火の会（１），ときわ会（１），認知
症（１），できる街プロジェクト（１），こ
こっと（１），どんぐり（１）
■気付いた件や感想
◎①ありがとうございました。②もう少し多

■「フェスタを何でしりましたか？」参加の方

勢の人がきてくれた方が良いと思う③柏で団

では広報・チラシで知った方が多く，たまた

体が沢山あることを知りました。④歩いてス

ま通りかかった方はそれほどでもありません。

タンプラリーしてとてもためになり，楽しか

柏市民活動フェスタもかなり知られたイベン

った。▲①パレット柏にもっと楽しい催しを

トになっているようです。

持ってくる，人が来るような催しにして欲し

■イベントを楽しいと思うかをレベルでお聞き
しましたが，レベル５及び４の方が 84％とか

い②出店が少なくなりさびしいですね。等の
記述もありました。 （砂原成治）
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柏市民活動フェスタ 2019 年参加団体アンケート結果報告
参加団体アンケート調査を実施しました。その中で「設問：本イベントで気になることがあっ
たらお書きください」のご意見を一部抜粋します。これらを参考に今後の開催に活かしていきた
いと思っています。（回答数 44／団体数 82、回答方法：窓口、FAX 提出）
ダブルデッキ

ファミリかしわ前広場

・スペースが狭い（車椅子の利用には狭い）。

・会場に出番のわかる掲示が欲しかった。

・あそびの広場は良かったけど、駅前から見

パレット柏

えなかったため、もったいなかった。

・掲示案内について（一階に看板がない。

柏駅前通りハウディモール

入口に部屋割りの掲示が必要。）

・終了時間があいまい。（ハウディモールで

・来場者数が少ない、PR 不足（子どもの

は 15 時に撤収する団体もあった）

参加がない）。

・歩行者天国でありながら、横断する車もあ

・（オープンスペース）講演は話が聞こえ

り危険だった。

なかった。他団体の声がざわざわしてた。

・「フェスタ」と「フリマ」の違いは？市民

・（オープンスペース）他団体には人を集

向けか、団体の自己満足か？

める態度が見えなかったのが残念。
（集計担当：鬼山）

フェスタを終えて「開智国際大学参加者感想報告」
今年の柏市民活動フェスタには、開智国際大学

学生の皆さんは柏市民活動フェスタに実行委員

の国際色豊から学生の皆さん 30 名が実行委員

として参加しながら参加している市民活動団体

メンバーとして参加しました。総合案内やあそ

にヒアリング等行い、活動報告会ではその成果

びの広場、パレット柏などでそれぞれ来場者の

を発表しました。今後とも地域との交流を続け

皆さんとの交流を深めていました。

てもらいたいものです。（担当：松清）
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柏市民活動講座

『地域の宝“空き家”の活用を考えよう！』
講師：慶應義塾大学大学院 特任教授

紙田 和代 氏

■講座の概要
6 月 18 日、パレット柏で空き家活用を考える市
民活動講座を開催しました。講師は慶應義塾大学大
学院特任教授の紙田和代さん。
～講師のプロフィール～
紙田 和代 氏
慶應義塾大学大学院
特任教授
(元)流山市民活動推進
センター長
※日頃は都市計画コンサルタントとして活躍す
るかたわら、毎週末に、被災地岩手県宮古市
田老に夜行バスで通い、コミュニティカフェ
「たろうの浜小屋」をボランティアで運営
定員を超える 35 人の受講生が参加し、満員札止
め状態での開催でした。
前半の講義では、空き家問題の全国の動向・柏市
の動向を、先進事例を交えて紹介。国では様々な新
しい空き家対策に取り組み始めており、柏市でも空
き家問題にワンストップで対応する「住環境再生室」
を今年 4 月に新設したとのこと。
後半は、空き家活用をみんなで考えるワークショ
ップ。取り組みたいテーマごとにグループを作り、
空き家の間取り図を使って活用方法と資金計画を提
案。大学の講義のような難しい出題にも拘らず、皆
さん「自分事」として真剣に取り組んで頂きました。

（担当：及川）
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協働推進課からのご連絡

chiba.jp

℡：04－７１63－１１４３

団体の登録状況のご確認を！～団体連絡先等、最新情報に変更をお願いいたします。
柏市に市民公益活動団体登録してから、登録情報の変更等ありませんか？毎年度終りに総会を
必要事項を書いて，市民活動サポート
行い、代表者や事務所の所在地等が変更になった場合には、柏市へ変更届けを出していただく必
要があります。これを機に今一度、ご自身の団体の登録内容についてご確認ください。（登録情
報の変更手続きについて、詳しくは柏市協働推進課、または市民活動サポートコーナーまでお問
い合わせください。）
■団体登録情報の確認方法

■登録情報を変更する必要がある場合

柏市民公益活動情報サイト「かしわん、ぽっ？」

「市民公益活動団体登録事項変更届出書」を

（http://kashiwanpo.genki365.net/）をご覧くだ

ご提出、もしくは ID とパスワードを取得し

さい。

ている団体の方はウェブサイト上にて登録
情報の変更申請をお願いいたします。

■柏市民活動講座案内：8 月 17 日（土）
（７月１５日号

柏市「広報」に掲載）

タイトル：柏市民活動講座「市民活動に役立つ
効果的な ICT の利活用」（チラシ参照）
場所：パレット柏 多目的スペースＡ
対象：対象：市民活動に取り組む団体・個人の
方で、ICT を活動に活かしてみたい方、
先着 20 名
内容：パソコン・スマホを活用し、地域課題の
解決や活性化に役立つ ICT の新技術と情報セキ
ュリティについて学びます。
申込：7 月 16 日（火）10 時～、市民活動サポ
ートコーナーへ sksc@city.kashiwa.chiba.jp、
電話、直接問合せ：04-7163-1143
■柏市民活動交流サロン案内：9 月 14 日（土）
時間：午後 2 時～4 時
場所：パレット柏 オープンスペース
対象：夜間中学で学んでいる方，思っている方
及びサポートを行いたいと思う方
先着 25 名
内容：「柏自主夜間中学」のサポートの皆さん主
催による情報交換会・相談など（チラシ参照）
申込：市民活動サポートコーナーへ
受付開始：8 月 16 日より上記メール・電話。

≪編集後記≫
今回のニュースレター１３号はフェスタの
模様を伝えたく，写真を多く配置しました。
来場者や参加団体のアンケートでもフェスタ
を楽しみにしている方が多く，来年も是非に
とありました。
私は写真が好きで若い頃から多くの写真を撮
ったり，いただいたりしてきましたが，晩年
になるといよいよ断捨離でアルバムにしてい
た写真も廃棄しなければならない時期となっ
てきました。先日ある書籍のコラム欄で写真
のことに触れた記事がありました。「写真は
嘘をつかなく，じっと見ていると平和であっ
た時期，穏やかで幸福だったころを想い起こ
す。」確かに自分も持っている写真の多くは
そんな感じがします。それは写真を撮るとき
は楽しい時，嬉しい時，そして心穏やかな時
だからでしょう。決して怒っている時や不愉
快な時には写真を撮ったり撮られたりしない
からでしょう。写真はいずれ廃棄するかもし
れませんが，撮っているときや撮られている
時が幸せな時期に重なっていることを感じま
す。写真を見ながらゆっくり思い出して頂け
れば幸いです。

（砂原成治）
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