
つかう会議の前に…

事務局から皆さんにお願いしたい事

会議後に、

熱が出た方、または体調が悪いと感じた方は、
事務局（市役所）までご連絡ください。
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2020年 第４回

みつけ駅周辺 つかう会議

2020年８月２５日（火）
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０．本日の進め方

１．つかう会議資料のネットでの公表

２．オンラインパーティーの報告

３．遊び場プロジェクトの開催報告

４．つかう会議の仲間を増やす取組み

５．ソーシャルディスタンス盆踊りの開催報告

６．前回つかう会議（７月１日）の振り返り

７．今回のディスカッションについて

８．チームごとの意見交換



１．つかう会議資料のネットでの公表

R２開催資料より、市ホームページ（つかう会議ページ）で見れます

（目的）
・つかう会議を欠席した人へのフォロー
・つかう会議に興味がある人へのＰＲ
・対外的なつかう会議の活動ＰＲ
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R2第３回（7/1分）を先行して掲載していま

すが、今年済の残る２回分も順次アップ
予定です。

実際の会議資料から、著作権や個人情
報を除き掲載します。

市のホームページの他にも、

フェイスブックやインスタグラムでもつかう
会議の資料を発信しています。



2．オンラインパーティーの報告

飲食チームの企画、オンラインパーティーが開催されました！
参加していただいた皆さん、ありがとうございました。

●第三回のプログラム
・ミツケンバーの活動紹介

・見附で活動しているコスプレイヤーの
活動紹介

5

●第二回のプログラム

・見附盆踊り保存会「紡ぎの会」による
見附の盆踊りの歴史や活動の紹介

7/4：第二回オンラインパーティー

8/1第三回オンラインパーティー



3．遊び場プロジェクトの開催報告

遊び場プロジェクトチームが主体となって駐輪場２Fを整備しました。
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準備



3．遊び場プロジェクトの開催報告

りんご箱の中から、様々なストーリーが生まれ始めています。人が人を思う場へ
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約1月で5,000人の来場者

5,698人
8/21時点

途中経過

提灯付け8/5

①メッセ―ジ付きの物も（未使用品，使用方法など）
②高校生のインスタより：タバコのポイ捨てダメ！

① ②



・つかう会議の活動経費に充てるため、募金箱を設置しました。
・徐々に、新聞等でも取り上げられて来ています。

４．つかう会議の仲間を増やす取組み
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取組実績

8/11発行

約３週間で２，１１３円の募金がありました。

ハンモック
（約2,000円）
を設置します。



５．ソーシャルディスタンス盆踊りの開催報告

8月9日にソーシャルディスタンス盆踊りのPVを撮影しました。また、お祭りの雰囲
気を出すため、つむぎ幼稚園の園児にコミュニティバスを装飾してもらいました。

夏祭り号・しゅっぱーつ！つぐみ幼稚園の年長・年中の園児30人♪

子供らしい可愛いデザインに
なりました！

※8/23（日）で終了しています。

照明デザインを

「遊び場プロジェクト」

「祭り雰囲気」へ

チラシも作成しPR→

コミバス
＆準備



8/9（日）15時～20時まで実施

５分交替で26団体が出演！

５．ソーシャルディスタンス盆踊りの開催報告

スケボー＆樽ばやし
見附スケボー競技会

見附西コミュニティ他
多くの皆さんからも
ご協力いただきました。

実施報告



①遊び場プロジェクト（駐輪場２階）

６．前回つかう会議（７月１日）の振り返り



②みつけるプロジェクト（盆踊り）



③ポケットパークリノベーション（本所１丁目）



④つかう会議の仲間を増やす（グッズデザイン、サポーター制度等）



⑤エイドステーション（街歩き）



７．今回のディスカッションについて
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①遊び場プロジェクト
（駐輪場２階の普段使い）

③ポケットパーク
リノベーション
（本所１丁目）

④つかう会議の仲間を増やす、デザイン

（グッズデザイン、サポーター制度等）

個別の

プロジェクトを
企画するチーム

各プロジェクト
に横断的に
係るチーム

②-1みつける
プロジェクト
（盆踊り）

⑤エイドステーション
（街歩き）

前回のチームは以下の６チームです。
今回のディスカッションも同様のチームで行います。

②-2みつける
プロジェクト
（飲食チーム）
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（１）遊び場プロジェクトチーム

７．今回のディスカッションについて（例示）

①物々交換「りんご箱の中から」を実際に運営してみて、良かった点、改善点などを
話し合いましょう。
②イメージアップを図る！スケボーパークのルールを決めましょう。
③10/10（土）にエイドステーション（駐輪場２F）のイベントを計画。

10/11（日）に「りんご箱の中から」＝フリーマーケットを開催してみてはどうでしょうか。

②スケボーパークのルールを決めよう！

【スケボー競技会の期待】
・スポーツとしてのスケボー認知を市民に
ＰＲする場としたい。
・市内にスケボーをやれる場所が無い中、
駐輪場は絶好の場。

スケボー競技会

スケボーパークの
つかう会議ロゴが完成

発足ほやほや

【つかう会議のねらい】
・若者の集まる場である駅。
スケボーにとっても絶好の場所。
・悪いイメージを払拭するキッカケに
この場がなれば、つかう会議のPRにもつながる。

③物々交換のイベント＝フリマをやりませんか。

今年は、飲食イベントは難しい状況です。
物々交換の反響も大きく、ニーズもありました。
駐輪場２Fは様々な使い方ができる場所。フリマをやってみてはいかがでしょうか。
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（２-1）ソーシャルディスタンス盆踊り

７．今回のディスカッションについて（例示）

①完成動画を共有し、どこで流すのかを考えましょう。
（市内公共施設や市ホームページ、つかう会議FBなど）
②動画のPR方法や動画に添えるチラシをどうするかを話しあいましょう。

【動画の概要】
１.盆踊り
正調盆踊り，HIP HOP，コスプレ
再生時間：９分

２.それ以外Ａ
スケボー，樽ばやし，見附民謡，見附音頭，
再生時間：9分

３.それ以外Ｂ
尺八＆三味線，準備→会場運営状況
再生時間：9分

②動画のＰＲ方法等について

・動画アップ後のPRはどの様に行うか。
・公共施設等で流す際、説明チラシ（ポスター）も合わせて展示する事でより取組みの理解
が進むと思います。

PV（動画）の発信方法（事務局想定）

・オンラインでの配信

動画編集の進捗状況

１.盆踊り＝完成済み

２.それ以外Ａ＝近々で完成予定

３.それ以外Ｂ＝近々で完成予定

You tube にアップ

市ホームページ つかう会議ＦＢ

リンク貼り付け



・オンラインパーティの開催
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（2-2）みつけるプロジェクトチーム（飲食）

７．今回のディスカッションについて（例示）

評価・改善・検討のポイント

・参加者の様子はどうだったか

（満足度、雰囲気）

・お客様からの評判はどうだったか

・今後の企画等に活かせるものはあったか
etc…

①オンラインパーティを３回開催し、満足度、評判や運営方法について評価し、
今後の活動について検討してみましょう！

②10/10（土） or 10/11(日）において、テイクアウトイベントを開催してみてはどうでしょうか。

・同日に、つかう会議オリジナル駅弁を販売する予定（エイドステションチーム）
・合わせて、テイクアウト商品のみを販売してみてはどうでしょうか。
テイクアウト＝保健所や消防署の申請不要
原則会場での飲食NGであれば、感染症拡大防止につながる。
※つかう会議参加店舗は出店料＝無料
つかう会議参加店舗以外に出店を希望する場合＝有料としたいと考えています。

②会場での飲食イベントは難しい⇒テイクアウト商品の販売をしてみてはどうでしょうか。

オンライン
パーティの様子



（資料：第５回全国軽トラ市inとちぎHP）
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（３）ポケットパークリノベーションチーム

７．今回のディスカッションについて（例示）

202020

看板を設置しました。

本所１丁目のタクシー車庫脇のスペースに限定し実施。
※8/18に掲示板を設置済み
ポケットパークの整備、実施までのスケジュールを検討していきましょう。

現地写真

・ポケットパークの整備（人工芝等）はいつから行うか

・いつ、どのような形で軽トラ市を開催するか

・誰が軽トラ、野菜を提供するのか

・収益の代償

→草刈りや緑花のボランティアの仕組みについて

９月中に開催できる様に準備を進めましょう。

フリーの落書きスペース
として開放中

今後の運用方法
を考えましょう！
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（４）仲間を増やすチーム

７．今回のディスカッションについて（例示）

2121

①つかう会議の仲間を増やための方法を話し合いましょう。
②募金箱の収益を上げるために、今後どのように展開していくかを考えましょう。

①今のつかう会議では、普段最も駅を利用する高校生や若者が少なくなっています。
高校生や若者を増やす取り組みを考えましょう。

まずは、つかう会議を知ってもらえるような活動に取り組みＰＲ。
（他のチームの情報発信も含め、つかう会議をＰＲ）

当初の作戦

他チームの活動ＰＲと合わせ、つかう会議の広報が進んできた段階で、
つかう会議メンバーの勧誘（囲い込み）する。

その後の作戦

②募金箱に今一つ気づいてもらえてない様子です。
募金箱RRと合わせ、もっと稼げる方法を考えましょう。
例）軽トラ市等の駐輪場２Ｆ以外の場所での活用はどうか。

今回はこの部分をディスカッションします
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（５）エイドステーションチーム（街歩き）

７．今回のディスカッションについて（例示）

・実施までの準備スケジュールの確認

・ ３つの企画（歴史，駅弁，見附ブランド）の詳細を詰め、準備等の役割分担を確認

・駐輪場２Ｆの展示位置を決め、遊び場ＰＪチームとの調整必須

・イベント後のつかう会議駅弁の販売方法の検討

10月10日（土）のイベント開催に向けて具体的な準備を進めて行きましょう。

企画内容

【個別チームでの打合せ内容の整理】
エイドステーションは２か所
→駐輪場２Ｆとネーブルみつけ
◉駐輪場２Ｆ＝歴史のエイドステーション
・見附歴史写真展
・つかう会議駅弁を限定販売
◉ネーブルみつけ＝みつけ食のエイドステーション
・観光物産協会とコラボし、見附ブランドの試食会を開催

・駅⇔ネーブルとの街歩きコラボイベント
・両会場の来場でプレゼント？を進呈

事務局からの提案

歴史写真展の展示品は、

駐輪場２階での展示終了
後、１週間程度ネーブル
に移動し、継続展示して
はいかがでしょうか。

検討事項の整理



８．チームごとの意見交換

【議論の進め方】

引き続き、チーム別に議論を進めてください。

※進行は、各チームのリーダーや副リーダーが進行役となり、

議論を進めてください。

各チームで企画内容は異なりますが、以下の点についても

整理してください。

①前段の個別内容を踏まえ、各チームの企画内容の準備を進めましょう。

②企画が終了しているチームは次の企画に向けて情報共有や次の企画のポ

イントをまとめてみましょう。
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【本日の解散までにお願いしたいこと】

・本日はこれにて終了です。

・次回の会議は9月中旬頃を予定しています。日程が確定しましたら、改
めてご案内する予定です。

・イベント実施までに打合せ時間が不足しているチームは、随時、個別で
追加の議論をお願いします。

本日もつかう会議へのご参加ありがとうございました。

今年のつかう会議ＰＲポスター
を作成しました！

色々なところに掲示し、つかう
会議の広報にご協力をお願いし
ます。



改めて…

事務局から皆さんにお願いしたい事

会議後に、

熱が出た方、または体調が悪いと感じた方は、
事務局（市役所）までご連絡ください。


