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第 41号

レンタサイクルで出かけよっ♪ぎふのまち

受付所 ＜5箇所＞ ※返却はどのポートでも可能です。

利 用 料 金
１００円／１日１回

利 用 期 間
２日まで（2日200円）

●JR岐阜駅南口
9：00～19：00（12～2月は18：00まで）12/29～1/3休み
●岐阜市役所南庁舎
9：00～17：00　市役所休庁日休み
●岐阜公園
9：00～18：00（12～2月は17：00まで）12/29～1/3休み
●鵜飼観覧船のりば
9：00～17：00　12/29～1/3休み
●長良川うかいミュージアム
9：00～17：00（5/1～10/15は18：00まで）
12/29～1/3休み、10/16～4/30は火曜
（ただし祝日の場合は翌平日）休み

※自転車の利用に際しては、ルールを守り、安全運転に心がけましょう。
※新成人の皆様へ：新成人無料券はその年の12月28日までの
利用が可能です。

　じゅうろくプラザや岐阜シティ・タワー43、ＪＲ岐阜駅などをご利用の際は、
近くて便利な岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場をご利用下
さい。

◆お出かけの際は下記の駐車場をどうぞご利用ください。
岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場

●営業日：24時間営業、年中無休　●利用料金：30分150円～
●お問い合わせ：☎058‒262‒3301
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駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

にぎわいまち公社では、
こんなことをしています。

●市民の皆さんのまちづくり活動をお手伝いします。
　・まちづくり活動の支援及び相談に関すること
　・わがまち探検マップコンクール事業
　・ぎふまちづくりコーディネーター養成講座
　・ぎふ景観まちづくりファンド事業
　・まちなかライブラリーの設置
　・まちづくりの調査研究、情報提供など
　・まちづくりアドバイザーの派遣

●まちなか歩き推進のための事業を実施しています。
　・ウォーキングイベントの開催
　・ぎふいざナビを活用したイベント

●中心市街地活性化に関する事業の推進をお手伝いします。
　・中心市街地建て替え促進事業
　・まちの魅力ＰＲ事業
　・柳ヶ瀬プロデュース事業
　・柳ヶ瀬にぎわい創出事業
　・まちなかレンタサイクル管理業務
　・柳ヶ瀬あい愛ステーションの運営・管理

●その他岐阜市からの受託事業を実施します。
　・指定管理者として市営駐車場を管理
　・岐阜公園総合案内所を管理
　・低炭素型まちづくりの推進

４時間を超え２４時間まで1,200円。（お得な回数券もあります。）

岐阜まち物語～第９幕～
開催報告

つなぐ人カレッジ～２０１４～
開催報告（２・３面）

「岐阜まち物語 ～第9幕～」“柳ケ瀬レトロ”に出逢う、まちなか歩き

岐阜まち物語の開催
岐阜まち物語実行委員会が中心となり、まちのにぎわいを創り出す催しが中心市街地で開催されました。

　岐阜市柳ケ瀬あい愛ステーション及びオアシス柳ケ瀬ビル１階にて、１１月２９日（土）～１２月７日（日）までの
９日間、イベントや展示が開催され、延べ２，２１８人が来場しました。

ピアノの妖精☆ぽろんライブ
～ピアノと星空の物語～
［出演］Poron さん（ピアノ）、
　　　浅井彰子さん（朗読）、
　　　河村たか子さん（朗読）

りょう＆たか のミュージック・タイム
～心に触れる音楽を、
　　　おしゃべりと共にお届けします～
［出演］日比亮太さん（ピアノ）、
　　　北村多佳子さん（チェロ）

三味線紙芝居　満月紙芝居劇場
「花子」－Hanako－
［企画］ぎふ「ロダン＆花子」の会
［出演］伊藤今日子さん（語り・三味線）

講演　森鷗外『花子』における
＜生命＞の美
［講師］林正子さん
　　　（岐阜大学副学長、地域科学部教授）

第４回柳ケ瀬あい愛寄席
［出演］岐阜大学落語研究会の皆さん

山田ゴロの『マンガ教室』＆
トークイベント『東京奮闘記』
［出演］山田ゴロさん（漫画家）

ヒーロー帰還!
［企画］山田ゴロさん（漫画家）
岐阜県内高校地域研究部研究発表
［企画］岐阜県内高校地域研究部
　　　（岐山高等学校、加納高等学校、山県高等学校）の皆さん

≪イベントの部≫

≪展示の部≫

女優 花子（展示）、ミニシアター 花子（映像）
［企画］ぎふ「ロダン＆花子」の会
　　　　　　　　民家の甲子園作品展
［企画］民家の甲子園実行委員会
［作品］岐山高等学校、総合学園高等学校、
　　　東濃フロンティア高等学校、高山西高等学校の皆さん
　　　柳ケ瀬まちなか写真館
［企画］柳ケ瀬まちの魅力づくりプロジェクトチーム

寄ってってちょう！
［企画］岐阜市女性の会連絡協議会
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◆平成２６年１１月２９日（土）～１２月７日（日）

会場：岐阜市柳ケ瀬あい愛ステーション

◆平成２６年１２月６日（土）

鶯谷中学・高等学校音楽部
クリスマスコンサート
［出演］鶯谷中学・高等学校音楽部の皆さん

岐阜県内高校地域研究部研究発表
［出演］岐阜県内高校地域研究部
　　　（岐山高等学校、加納高等学校、
　　    山県高等学校）の皆さん

“ 夢”ぎふジャズストリート・
ミニライブ－クリスマス編－
［出演］Ｍ族、中川ワールド、
　　　Kobayashi italu Jazz Band

会場：岐阜市柳ケ瀬あい愛ステーション会場：岐阜市柳ケ瀬あい愛ステーション 会場：オアシス柳ケ瀬ビル１階



講義「まちあるきによる
　　　　　　　　地域資源の探し方と活かし方」

常磐地区のガイダンス

　まちづくりの現場において、地域の声を引き出し、めざすべきビジョンを導き出す、そんな「まちづくりコー
ディネーター（つなぐ人）」を育てる「つなぐ人カレッジ」の第３期を開催しました。
　過去の受講生に講座を手伝ってもらったり、かわら版を発行したりと新たな取り組みもチャレンジしました。

　まちの現状を知るためには、観光
ではなく「まちづくりの種」となる地域
資源を探す「まちあるき」をします。
まちを特徴づけるサインを探す、路
地やお店に入りインタビューをする
などして発見したことはすぐにメモを
取ることが大切です。

　始める前は「何があるのか？」と不安もありましたが、歩いてみると、
まちの逸品「美濃瓦」の精巧さ、柿畑や田が広がるのどかな里山風景、
○○さん家の柿畑にある古墳など、まさに「何も無いまちは無い」と、
たくさんの宝物を見
つけてきました。地元
の人とよそ者が一緒
に歩くことで視点が
変わり、新たな発見が
ありました。

　計画づくりの前には、前提条件を参加者が共有
することが必要。常磐地区では、まちづくり協議会
が立ち上がる、東海環状線のインターが近くにで
きるなど…これらを踏まえて未来デザインの手順
に沿って計画を考えていきます。

　全４回の講座を振り返り「講座で得た気づきと学びは？」な
どのテーマで話し合いました。他の人と話すことで新たな気
づきも生まれ、今後のまちづくり活動に対する前向きな発言
も飛び出していました。その後「つなぐ人カレッジの学びをど
う生かすか」を高らかに宣言しました。目標の定まった、清々し
い笑顔が印象的でした。

　「つなぐ人カレッジ」では、受講生同士が交流を持ち、ネット
ワークを作ることも目的としています。講座の始まりにはお互
いを知ることができるミニゲームを取り入れたり、講座後に交
流会をしたり、SNSのグループで情報交換をしたり、つながり
を大切にしています。来年度のつなぐ人カレッジは過去の修了
生を巻き込んで、さらに良いものにしていきます。

　グループごとに、常磐地区のまちづくりプランの具体策を作ります。
「これからの常磐をどんなまちにしたいか」の理念をしっかり考えること
で、その理念にもとづき好ましい現状と気になる現状を整理して、考える
ことができたようです。完成したプランはわくわくするものばかりで、受
講生からはぜひ地元の方にも見てもらいたいとの声がありました。

　まちあるきで発見したことは、その日のうちにまと
めることが大切。地図を描いて、写真とメモを貼り、グ
ループごとに発表しました。常磐地区の魅力がよく伝
わるまとめができました。

　岐阜市北部に位置する常磐地区
について、スライドを見ながら紹介
していただきました。地形や名所な
ど、歩く前に概略をつかみます。
　その後、地元の人も加わりグルー
プごとにまちあるきの作戦会議をし
ました。

　まちづくりの計画を立てるときに、いきなり具体策を考える
と目的がぼやけ途中で力尽きることがよくあります。最初に「何
のためにやるのか？」という究極の目的＝「理念」を明確にし、そ
れに向かい現状の分析と未来を予
測し計画をたてる「未来デザイン」
の手法を教えていただきました。

　未来デザインの中でも特に大切
な「理念設定」について「あなたの理
想とするまちは？」というテーマでグ
ループワークを行いました。まずは
個人で付せんにアイディアを出し、
それぞれの意見の意味をよく味わい
ながら集類していき、最後に１つの
「理念」として模造紙にまとめました。

　佐渡市達者地区を事例に、「つな
ぐ人には『構成力』（ビジョンを描き
プロセスを組み立てる力）と『調整
力』（関係する人と組織をつなぐ力、
地域や社会のルールを守る力）が何
より必要」と教えていただきました。

　カフェのようにリラックスした雰囲気で、
テーマについて話し合うワールドカフェとい
う手法で、「この講座で学びたいこと」など３
つのテーマを４人グループに分かれて話し
合いました。話を聴
くうちに自分の考え
もまとまり、最後に
講座の目標を１人ず
つ発表しました。

　「お寺はまちの資源」と気づき、毎
月15日に開催している善光寺門前
市を事例に、ビジネスとコミュニティ
づくりを両立させることの大切さを
お話しいただきま
した。　　
 

講義「まちづくりとは何か、
　　　　 つなぐ人とは誰か」

つなぐ人カフェ① 事例紹介「善光寺大門まるけ」

 講師  谷口　勤さん
（NPO法人ORGAN理事）

 講師  大滝　聡さん
（ＮＰＯ法人まちづくり学校代表理事）

 講師  大滝　聡さん

 講師  大滝　聡さん

 案内 

 講師  大滝　聡さん

講義「まちづくり計画の組み立て方とその実際」 実習「理念設定」

　参加者が対等な立場で、創作活動をすることをワークショップ
（WS）と言います。「当事者意識を持って関わっていこうという気
持ちになる」「場の心が１つになる」という、本当に
効果的なWSをデザインするのがつなぐ人の力量
です。集めた意見をどう反映させるかまでをデザ
インし、適切な手法を選択するのがキモです。

　ファシリテーショングラフィック（FG）は、話
し合いの内容をわかりやすく模造紙などに板
書し、参加者に「見える化」するスキルです。
文字の書き方やアイコンマーク・矢印などの
練習をしてから、実際にファシリテーター役と
FG役を交代で体験しました。いざやってみる
と、思うように話を聴きだせなかったり、書き
取るだけで精一杯になったりと難しさを実感
しました。「習うより慣れろ」ということで、これ
からどんどんチャレンジしましょう。

　ワークショップなどで意見を引き出し、会
議を促進させる役割の人を「ファシリテー
ター」と言います。ファシリテーターに大切な
ことは「全力でよく聴くこと」。そこで「聴く力」
を磨くゲームを行いました。2人1組で、交互
に聴き手と話し手になり、相手がどんな人か？
内面に迫る質問をします。聴きだしたことは、その人になりきって、
他己紹介文として文章にし、全員分まとめて冊子にしました。

　地域で活躍されている3団体の方から、活動を通じて大切に
していることを語っていただきました。実際に岐阜で行われて
いる活動を聴いて「まちに対する思いがスゴイ！」「ぜひ参加して
みたい」といった感想がありました。

▲林理事長
（岐阜柳ヶ瀬商店街
 振興組合連合会）

講義「参加の場のコーディネート術」

▼多田会長
（芥見東まちづくり協議会）

▲小林会長
（井の口まちづくり会）

講師   蒲　勇介さん（NPO法人ORGAN理事長）

実習「インタビューゲーム」

実習「ヘビーローテーションゲーム」

▲受講生にFG（板書）して
　もらいました

神谷公民館長
（常磐公民館）

まちあるき まちあるきのまとめ作業

講義「計画づくりのおさらい」 実習「まちづくりの計画づくり」

つなぐ人カフェ②＆つなぐ人宣言 おわりにおわりに

岐阜のまちづくりの事例紹介

第１回　まちづくりの考え方（2014.11.3）

第３回　まちの宝物探しとそのまとめ方（2014.12.13）

第４回　まちづくりの計画づくり（2014.12.14）

第２回　参加の手法を学ぼう（2014.11.8）

つなぐ人カレッジ～2014～
（ぎふまちづくりコーディネーター養成講座）

全4回開催結果報告


