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資料 2 JIA城北地域会 平成 27年度 活動報告書 
                （氏名の敬称は略します） 

2015.4.11 平成 26年度 JIA城北地域会	 総会 

会	 場： 成増地域集会室	 和室（東京都板橋区成増 3丁目 19番 8号） 

内	 容： 平成 26年度の活動報告と平成 27年度の活動、役員の選任	 など 

出	 席： 秋元 美千代、秋山 信行、阿部 治子、飯村 和道、石田 敏明、泉 幸甫、磯部 和久、 

  色川 善一、大川	宗治、片山 和俊、要	久美子、亀井	天元、久間	常生、齋藤 孝彦、 

  佐野 綾、柴田 いづみ、柴田 知彦、鈴木 和貴、竹内 啓二、武田	実代子、 

  成川	正明、信原	利行、早川 泰、林	秀司、廣瀬 光夫、深川 良治、中嶋 富男、 

  藤本 昌也、松本 哲夫、南	知之、吉田 孝 

（名	前は当日出席、名	前は委任状にて出席	 	 委任状を含む出席者計；16名／31名） 

 

2015.4.11 まち歩き「ニリンソウと武蔵野崖線」の開催 

場	 所： 新高島平駅～（高島平団地）～赤塚公園大門地区～赤塚城址～沖田農園～赤塚氷川神社 

  ～ボーイスカウトの森～菅原神社～成増地域集会室（総会会場）～（成増駅）／約 4km 

日	 付： 4月 11日（土）  時	 間：12時 30分〜15時 00分 

参加者： 14名（含 一般市民）	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ニリンソウ自生地	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 赤塚城址 

概	 要： 

４月の初旬のわずかな期間だけ、都立赤塚公園大門地区などでニリンソウの開花期を迎える。 

この花の咲く条件の一つに、湧水があり、城北地域の特色でもある崖線の環境がある。 

そのためには、崖線の斜面地の下だけでなく、崖線上部の環境も大きく関わることから、地形的な

特色のある武蔵野崖線を環境保全の面からも考えるまち歩き。 

また、菅原神社の参道は、昨年、残念ながらほぼ全ての並木林や境内林が（多くの保存樹木ととも

に）、神社総代の意志として伐採されてしまった。まちなかでの緑を考える上で、一見の場所。 
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2015.6.14 空間ワークショップの開催 

場	 所： 豊島区立仰高小学校 校庭 

日	 付： 6月 14日（日）  時	 間：10時 00分〜15時 00分 

参加者： ファシリテーター（含む城北地域会会員）	 15名 

    小学 1〜6年生  6グループ	 49人	

※資材は中野地域会さんより借り受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概	 要： 

同校での 3年振り、3回目の開催。 

制作や発表を通じて子供達に自分たちで創る空間を体験してもらうと同時に、その結果にたどり着

くまでのプロセスの大切さについても経験してもらう。特に、内部にも入ることのできるような作

品の制作は貴重な経験であり、その素晴らしさや自身の可能性につても引き出してあげることを目

的として開催した。 

特に、今回は自分たちの作った空間の中で昼食をとることもスケジュールに加えた。 

結果、学齢の異なる子供同士での協調・協力関係が随所に見られ、開催の目的は達せられたと思う。 

 

 

2015.6.28 空間ワークショップの開催 

場	 所： 板橋区立大山東公園 

日	 付： 6月 28日（日）  時	 間：10時 30分〜15時 00分 

参加者： ファシリテーター（含む城北地域会会員）	 7名 

    板橋区立第二小学校 4年生  3グループ	 25人 

※資材は三多摩地域会さんより借り受けた。 
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概	 要： 

板橋区の環境イベントである「第 14回 環境なんでも見本市」の関連イベントとして開催。 

板橋区立第二小学校の根本先生が、環境問題に関心が高く子供たちに環境学習を行ってきたことが

縁で、空間ワークショップの開催を要請された。 

2週間前の仰高小学校と同様、制作や発表を通じて子供達に自分たちで創る空間を体験してもらう

と同時に、その結果にたどり着くまでのプロセスの大切さについても経験してもらう。特に、内部

にも入ることのできるような作品の制作は貴重な経験であり、その素晴らしさや自身の可能性につ

ても引き出してあげることを目的として開催した。 

また、自分たちの作った空間の中で昼食をとることもスケジュールに加えた。 

人通りの多い場所では周囲への安全確認も校庭での開催とは違った緊張感が伴うものだが、それ以

上に、空間ワークショップの意義や目的を一般の方々に説明することができた。結果、同イベント

に出展していた団体が、ご自身の子供たちのために開催して欲しいとの相談を受けている。 

なお、子供たちに対しては、前述の目的は十分に達せられたと思う。 

 

 

2013.6.13 ~  地域会誌「KNIT#3」編集会議（前年度からの継続） 

日	 時： 2015.05.21（木）19:00 〜 20:30	 	 トラッド目白	 ロイヤルガーデンカフェ 

   2015.07.05（土）19:00 〜 20:30	 	 トラッド目白	 ロイヤルガーデンカフェ 

   2015.09.05（土）14:00 〜 15:00	 	 最終校正	 ガスト谷原店 

   2015.09.11（金）	 	 入稿 

   2015.09.25（金）	 	 納品（800部） 

   2015.09.30（水）	 	 発送	 	 	 SKM設計計画事務所にて発送作業 

 

   2015.11.02（月）	 	 KNIT #1・KNIT #2	 各100部	 増刷 
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2015.9.20 地域会誌「KNIT #3」	 の発行 

発行日： 2015年 9月 20日 

執筆者： 9名（含 一般市民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布先	

城北地域会会員、城北地域に在住ないし在勤のJIA会員、4区（北・練馬・板橋・豊島の城北地域）

の都市計画系・建築系・緑と公園系・環境系の各部署、区長などの首長関係、図書館などの公共施

設、地域でのまちづくり活動団体、執筆協力者	 など 

 

 

2015.11.28 空間ワークショップの開催 

場	 所： 北区立滝野川第三小学校 校庭 

日	 付： 11月 28日（土）  時	 間：8時 00分〜13時 00分 

参加者： ファシリテーター（含む城北地域会会員）	 13名 

   サポーター（中央工学校学生）	 16名 

   小学 6年生  10グループ	 57人	

※資材は三多摩地域会さんより借り受けた。 
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概	 要： 

同校では初めての開催。父兄の方を通じての開催要請に対して、図工の授業として開催した。 

制作や発表を通じて子供達に自分たちで創る空間を体験してもらうと同時に、その結果にたどり着

くまでのプロセスの大切さについても経験してもらう。特に、内部にも入ることのできるような作

品の制作は貴重な経験であり、その素晴らしさや自身の可能性につても引き出してあげることを目

的として開催した。 

 

2016.2.7  空間ワークショップの開催 

場	 所： 板橋区エコポリスセンター 地階ホール（もくもく広場） 

日	 付： 2月 7日（日）  時	 間：14時 00分〜16時 00分 

参加者： ファシリテーター	 2名   小学 4〜6年生  15人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概	 要： 

板橋区の環境イベントである「第 15回 環境なんでも見本市」の関連イベントとして開催。 

4cm角の積木を使って、アーチ構造を制作した。 

型枠を事前に制作し、そこに子供たちと一緒に積み並べた。全体のイベントは親子での参加を対象

としているため、親御さんは見学者として制作の過程を見学していただいた。 

その間、用意したアーチ構造の説明パネルも読んで頂きながら、子供たちが創る構造体に関心を持

って接してもらった。 

脱型に成功すると、制作していた子どもや見学していた親御さん達から、自然発生的に拍手と歓声

が溢れ、建築の新しい魅力を体験することができたワークショップとなった。 

 

2016.2.20 空間ワークショップの開催 

場	 所： 板橋区立板橋第五小学校 体育館 

日	 付： 2月 20日（土）  時	 間：12時 00分〜17時 00分 

参加者： ファシリテーター（含む城北地域会会員） 10名  小学 4〜6年生 6班 53人 

※資材は中野地域会さんより借り受けた。 
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概	 要： 

同校では初めての開催。6月に開催した空間ワークショップを偶然見学された父兄の方から、熱烈

なる開催要請があり、同校での開催に至ったもの。 

主催は父兄会（いきいき寺子屋）ではあるが、当日は土曜日の午前授業の日でもあり、午後に開催

したワークショップを、同校の校長先生や副校長先生、教職員の方々にも見学して頂き、直接、こ

のワークショップの目的などを伝えることができた。 

ワークショップ自体の目的は、北区立滝野川第三小学校の記載と同じため略。 

 

 

2016.3.5  旧鈴木信太郎・成文 邸	 見学会の開催 

場	 所： 豊島区東池袋（旧鈴木信太郎・成文 邸） 

日	 付： 3月 5日（土）  時	 間：11時 00分〜12時 00分 

参加者： 10名（含 一般市民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概	 要： 

かつてフランス文学者の鈴木信太郎氏や長男・鈴木成文先生が住まわれた住居が新大塚にあり、豊

島区では今後、記念館として整備し公開する（平成 29年度に開館予定）。 

豊島区立郷土資料館さんのご好意により、公開前の旧鈴木邸を見学させて頂いた。 


