
オンラインで参加の皆さまへお願い
●表示名を「お名前／団体（あれば）」に変更
例：所属のある方 深谷／中原区役所

所属の無い方 田中
※やり方の分からない方はお声をかけてください。

●ミュートでお願いします。
●可能な限りカメラをオンで御参加ください
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御参加の皆さまへ

●会場・オンラインともに記録用に録画・録音
を行っておりますのでご了解ください。
今後広報等で利用する場合がありますので利
用不可の方は区役所職員へお申し出ください。
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ソーシャルデザインセンター

中原区SDC 第１回YORIAI(定例会)
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中原区を知りたい

情報発信したい

仲間とつながりたい

地域課題にチャレンジしたい

令和４年１０月１９日（水）



本日の流れ

０．これまでの検討経過について
１．中原区SDC参加のガイドライン・YORIAI企画
２．各グループ取組紹介・報告
３．ごえん楽市・区民祭等での取組報告
４．その他（次回日程、写真撮影等）
５．交流タイム

4



5

０．これまでの検討経過について



検討経過報告

地域で新しい活動や価値を生み出す基盤
（プラットフォーム）

・コミュニティ活動の基盤 コミュニティ活動
・地域主体（地域住民） 行政（区役所）
・資源を持ち寄る、 行政からの補助金
自主財源を探す

・コミュニティの基盤 活動場所
づくりに必要なこと

×

１ ２ ３ ４ ５ ６

ソーシャルデザインセンターとは・・・
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検討経過報告

・区民説明会（7月16日 39名参加）
・意見交換会（8月20日〜12月17日 計5回 延べ参加者数94人）
・検討会（1月21日〜3月18日 計5回 延べ参加者数60人）
・こすぎの大学主催：中原区ソーシャルデザインセンター
検討ワークショップ（10月23日、11月6日）

・興味・関心のあることで参加
できる自由参加の場

・参加者がそれぞれの資源を持
ち寄り運営

・「知る」「集う」「つながる」
を実践

・場所は中原市民館ラウンジ
（条件有）、オンライン上の
場も作る

をたたき台として検討

１ ２ ３ ４ ５ ６

検討経過
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検討経過報告

○情報収集・発信

・発信したい人が集まり、メディ
アへ情報提供をする
・情報へアクセスできる場・媒体
を作る（何でも情報ＳＮＳ、区の
情報を気軽に聞ける場、地域課題
カタログ） ○場の提供

・気軽に集える場（リアルとオン
ライン）を作る
・活動や人がつながる場を作る
・活動場所の提供

○マッチング・コーディネート
・「人」と「人や情報」をマッチングする
・コーディネートを行う（コーディネー
ターがいる、リンクワーカーがつながる場、
コラボ生まれる新しい場を作る）
○中継点（HUB）
・地域情報や団体間のHUBとなる

○活動支援

・ファーストステップ支援、伴走サポート
・スタート時の資金調達支援
・試行する機会の提供

１ ２ ３ ４ ５ ６

8



検討経過報告

ゆるい繋がりのイメージ

・事務局が各取組の連絡調整を行う

・1つの団体が各取組含むすべてを直接行う
（例：幸区、多摩区のSDC）

・各取組（団体・個人など）をルールだけ
でゆるくつながる（例：月1回の定例会で
進捗確認する）

１ ２ ３ ４ ５ ６

中原区SDCのイメージは・・・
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検討経過報告

既存の取組との関係性
すでにある団体や取組にSDCのコンセプトに類似して
いるものもある
そのような団体（活動）も巻き込みながら進めていく

運営費
まずは費用のかからない取組から始める

場所
常設はしない
区役所か市民館でスタート

１ ２ ３ ４ ５ ６

運営方法
できる人たちで役割を持ち回り

検討されたSDCの方向性について
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検討経過報告

スモールスタート
小さなアクションから広げていく

サークル活動
・超ローカルかわら版
・なかはら盛り上げ隊

１ ２ ３ ４ ５ ６

活動の始め方 Slackでの日常の意見交換

Yoriai（定例会）※イメージ
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・加入促進活動①−① 課題チャレンジ （A）
①−② なかはら宝さがし隊（B）
①−③ 交流会 （C）など

超ローカル
かわら版

② 分科会（機能を実践するサークル）（D）

勧誘、声掛け、ＰＲ活動など
→参加者全員で実施

生み出す

ＳＤＣから生まれた地域活動は
「中原区SDC発！〜 」として展開

→企画ごとに任意に集った参加者で実施

…

…

① “YORIAI”（定例会）

（情報発信）

なかはら盛り上げ隊
（連携・仲間づくり）

その他
企画

その他
企画

ＳＤＣ

Shall we〜

ＳＤＣ発の取組！

→運営グループ及び企画ごとに
グループ持ち回りで実施

♪
♪

問合せ等は参加者が対応
※当面は区役所でも対応する

参加希望！
… …

  

 

＼ Welcome ／

Slack(チャットツール)
→日常の連絡や情報共有を
行うオンラインツール

〇中原区SDCへの参加方法
・Slackに登録する（登録案内は区役所）
・YORIAIなどに直接参加する
・メンバーからの紹介で参加する
※TEL,メール等の問合せは当面区役所で対応



13

１．中原区SDC参加のガイドライン・YORIAI企画



中原区SDCとは︖ 中原区ゆかりの団体・個人・行政の集まりで、
将来的に団体化を目指しています。

【資格】中原区に何らかゆかりがあれば広くOK
政治・宗教・（過度な）営利活動はNG

【方法】①右のQRコードからSlackに登録
②YORIAI（月一回開催）への参加

【発展】①テーマ別グループへの参加
②YORIAI/各グループへの企画提案・実施
③中原区SDCの運営など

＜参加について＞

参加メンバの

①来るもの歓迎 総員で、去るもの追わず また来てね
②幅広い年代がまんべんなく参加できる集まりを目指す
③手弁当で、各々がやれることをやれる範囲で精一杯やる
④奪い合えば足らぬ、分け合えば余る みんなで分担しよう
⑤議論では意見の否定を避け、明るく元気に前向きに

＜ルール＞

Social Design Center

何のために活動するの︖

何ができるの︖

①生きがいの発見 ②新しい価値の創出 ③抱えた課題のクリア に貢献します。

①「YORIAI」で
仲間づくりができる︕

②やりたいことの提案が
できる︕

③情報発信ができる︕

【開催】偶数月第三水曜日 18:30- 奇数月第二土曜日 10:00-
【内容】第一部︓YORIAI企画̲30分-1時間

第二部︓各グループ報告̲15分
第三部︓ネットワーキング̲1時間
※ トータル約2時間 途中退出・中途参加OK

【場所】中原区役所会議室

中原区SDCメンバによる定例の交流・共有・提案の場です。
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２．各グループの状況報告



YORIAI（定例会）
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企画の発表

課題チャレンジグループ

一瀬さん



企画名：【里山作業 ＠長瀬緑地】

テーマ ①野外ワークショップ開催場所としての“場の確保”に貢献
②都会の子供たちへの自然体験提供という“ヒトの育成”に貢献

内容 これから構想する新規企画
まずは状況確認・ゴミ拾いなど

場所 長瀬緑地。矢上川沿いの「ひとみ座」前の道路あたり集合
https://hitomiza.com/access

頻度 月に一回？初回は10/1（土）9時から

その他 準備：軍手・長靴・長袖・長ズボン・虫除け

課題チャレンジグループ 課チャ̲004

https://hitomiza.com/access


長瀬緑地（ひとみ座裏の秘境）

・ブラウン管テレビや一輪車、トタンなど
なかなか年代物のゴミがありました

↑沢にカニ

→小さな
ヘビ



企画名：【井田山 YORUBEの会（秋の夜長）】

テーマ ①野外ワークショップ開催場所としての“場の確保”に貢献
②都会の子供たちへの自然体験提供という“ヒトの育成”に貢献

内容 井田山で秋の夜長を過ごす
雑談ほか企画募集中

場所 井田山

頻度 四半期に一回程度̲今回は10/8（土）

その他 主催：竹井さん・一瀬
企画運営協力者募集！

課題チャレンジグループ 課チャ̲005



井田山（秋の夜長編）

・秋は夕暮れ

・日入りはてて、風の音、虫のねなど
はたいふべきにあらず



企画名：【中原区のエリア記者になる！】

テーマ 中原区の問題についてテーマを決めて現状を取材し、問題点は何か、
どうしたらよいかを考え、市民に分かりやすく伝えていく企画です。

内容
意外と市区町村の深堀した情報を目にすることは少なく、地元の人で
も知らないことは多いと思います。現状を知ることで、市民の心配を
和らげる、或いは、少し危機感を持って行動することを目的とします。

場所 中原区の市民館や市民活動センターなどを活用します。

頻度 3ヵ月間の短期集中！

その他 上記に書いた内容は概要です。よろしくお願いします。

課題チャレンジグループ 課チャ̲006



なかはら宝さがし隊グループ

杉妻さん

22

企画の発表

YORIAI（定例会）



企画名：みんなでつくる宝の地図 区民祭出展企画

テーマ 私のまちを知り、私のまちへの関心を生む
区民祭来場者みんなでつくる「なかはら宝の地図」

内容
「このまちのどこかが好き？」を問いとして、大きな中原区地図上に
区制50周年記念PR動画内で紹介されているスポット57箇所をアイコ
ン表示。好きな場所をハートシールで投票やポストイットでの情報投
稿して貰い、区民祭来場者のみんなで“宝の地図”をつくりあげました

場所 川崎市とどろきアリーナ
川崎市中原区等々力1地内

頻度 第44回なかはら“ゆめ”区民祭
令和4年10月16日（日）午前10時から午後3時

その他
・中原区 板橋区長も来場いただき「宝の地図」絶賛いただきました
・キノコさんのキノコラリーと連携開催、子どもたちに大人気でした
・かわさきFMに出演事前PR、10/12中谷＆杉妻、10/19深谷＆和田
・参加、応援、ご協力頂いた皆様、ありがとうございました

なかはら宝さがし隊グループ 報告シート
（企画ごとに作成）
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交流会グループ

横井さん
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企画の発表

YORIAI（定例会）



転入者歓迎会グループ

西さん
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企画の発表

YORIAI（定例会）
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３．ごえん楽市・区民祭等での取組報告
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ごえん楽市
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区民祭報告なかはら宝の地図

2022年10月19日

なかはら宝さがし隊

中原区ソーシャルデザインセンター 第１回



みんなの好きを可視化、まちへの関心を広げ深めることができました

 約２００枚の💗投稿と２８枚の💬投票

 思い思いの中原区の好きがたくさん集まりました

 子ども連れの親御さんが来場者多く（約９割）

親子で遊べる場所や育児関連の投票・投稿が多数

 武蔵小杉駅前の商業施設

 自然や公園（せせらぎ遊歩道、等々力緑地、井田山、各公園）

 子育てや教育関連施設（保育園、幼稚園、小学校）など

 地域コミュニティや地域の歴史を感じる投稿も

 ほっとカフェ（今井南町）

 音楽好きの友の会

 井田山に昔おいでおいでの木があった（子ども頃は怖かった）

 等々力緑地の立派な野球場、本当に本当に夢だった・・・

Nakahara’s Treasure Expedition Team 2022 1



知らなかった、こんな場所があるんだ、行ってみようね！

Nakahara’s Treasure Expedition Team 2022 2



スマホを使った中原区を知るのクイズラリー、キノコラリー

Nakahara’s Treasure Expedition Team 2022

 とにかく子どもたちに大人気、３００組以上の親子・家族が参加し会場を回遊

 キノコさんの思いは、ラリーを通じて親子の対話機会を生み出すこと
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来場・応援・ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました

Nakahara’s Treasure Expedition Team 2022 4



以上
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４．その他（次回日程等）
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〇次回日程
日時：令和4年11月12日(土）10:00〜
会場：中原区役所・オンライン
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって開催
方法が変更になる場合があります。

＜問い合わせ＞ 中原区役所企画課 電話：044-744-3149(平日8:30~17:00)
ＦＡＸ：044-744-3340 メール：65kikaku@city.kawasaki.jp

mailto:65kikaku@city.kawasaki.jp


34

〇ラジオ番組「Enjoy★なかはら」出演者募集！
放送局：かわさきＦＭ
日 時：令和4年11月18日(金）11時〜11時半
内 容：SDC活動紹介（仮）
場 所：スタジオ(中原区小杉町1-403武蔵小杉

タワープレイス１Ｆ)
※当日は１０時４５分頃を目安に直接スタジオへお越しください。
※詳細は中原区役所企画課までお問合せください。
＜問い合わせ＞ 中原区役所企画課 電話：044-744-3149(平日8:30~17:00)

ＦＡＸ：044-744-3340 メール：65kikaku@city.kawasaki.jp

mailto:65kikaku@city.kawasaki.jp
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宝の地図を囲んで写真
を撮りましょう！！
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５．交流タイム


