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初日は、全国のまちの駅仲間と地元メンバーの約

人の参加がありました。基調講演は、料理研究家の枝元

なほみさんが「つながることの大切さを考える」

3.11 に学んだことは「人と人とのつながり」の大切さ。つな

がる仕組みとしての「まちの駅」の重要性を再認識させら

れました。分科会は、「まちの駅講座」のほか、「防災」「観

光」「物産」をテーマに各地の取り組み事例に学び、具体

的なアクションプランを考えました。２日目のエクスカーショ

ンは、３コースに分かれ、現状のふくしまに直に触れるとと

もに、メンバー同士の親睦を深め
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歓迎しますとのこと。
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庄市に行きたくなること必至です！
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第６回まちの駅九州沖縄会議

日、福岡県粕屋町の「まちの駅サンレイクかすや」で

開催、九州・沖縄のまちの駅仲間が集いました。

活動発表の中で、地元の県立福岡

総合的な学習の時間を活用して、まちの駅のみなさん

と一緒にバラの無農薬栽培やブロッコリーの料理コン

テストに挑戦している活動を報告。福岡魁誠高校は、

平成

司校長。まちの駅になっている唯一の高校です。発表

する生徒の初々しさに、参加の皆さんも拍手喝采を贈

っていました。
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策コースが用意され、参加者は

開催地の文化や観光を楽しん

だそうです。

 

 

 

 

来年は”

平成

人
まちの

※来年は、※来年は、※来年は、※来年は、

MMMM----９９９９まちのまちのまちのまちの

MMMM----９９９９まちのまちのまちのまちの

第６回まちの駅九州沖縄会議

日、福岡県粕屋町の「まちの駅サンレイクかすや」で

開催、九州・沖縄のまちの駅仲間が集いました。

活動発表の中で、地元の県立福岡

総合的な学習の時間を活用して、まちの駅のみなさん

と一緒にバラの無農薬栽培やブロッコリーの料理コン

テストに挑戦している活動を報告。福岡魁誠高校は、

平成 23年 11月に「まちの駅」に登録、駅長は中釜隆

司校長。まちの駅になっている唯一の高校です。発表

する生徒の初々しさに、参加の皆さんも拍手喝采を贈

っていました。

第第第第３３３３回回回回オールとちぎオールとちぎオールとちぎオールとちぎ

月月月月 26262626 日（金）、日（金）、日（金）、日（金）、

が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。

26 日は 16 時から各地区代表によ

る現状報告があり、続いて

マに分かれて、まちづくりについて考

える分科会が２

れて行われました。

テーマは「まちの駅活用術」と「まちの駅言いたい放題

（自慢、悩み etc

その後、17 時半からテーマごとの発表があり、夜は温

泉旅館へと移り、懇親会で盛り上がりました。

26 日（金）の午後（報告会前）と

それぞれ、馬頭町のまちなか散

策コースが用意され、参加者は

開催地の文化や観光を楽しん

だそうです。 

”おおひら”で開催決定！

懇親会で集
合記念写真

平成 25 年度

人と人の出会
まちの情報発信基地

※来年は、※来年は、※来年は、※来年は、９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。

まちのまちのまちのまちの駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議

まちのまちのまちのまちの駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議

第６回まちの駅九州沖縄会議

日、福岡県粕屋町の「まちの駅サンレイクかすや」で

開催、九州・沖縄のまちの駅仲間が集いました。

活動発表の中で、地元の県立福岡

総合的な学習の時間を活用して、まちの駅のみなさん

と一緒にバラの無農薬栽培やブロッコリーの料理コン

テストに挑戦している活動を報告。福岡魁誠高校は、

月に「まちの駅」に登録、駅長は中釜隆

司校長。まちの駅になっている唯一の高校です。発表

する生徒の初々しさに、参加の皆さんも拍手喝采を贈

っていました。 

オールとちぎオールとちぎオールとちぎオールとちぎ交流会交流会交流会交流会

日（金）、日（金）、日（金）、日（金）、27272727 日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長

が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。

時から各地区代表によ

る現状報告があり、続いて

マに分かれて、まちづくりについて考

が２つのグループに分か

れて行われました。 

テーマは「まちの駅活用術」と「まちの駅言いたい放題

etc）」です。 

時半からテーマごとの発表があり、夜は温

泉旅館へと移り、懇親会で盛り上がりました。

日（金）の午後（報告会前）と

それぞれ、馬頭町のまちなか散

策コースが用意され、参加者は

開催地の文化や観光を楽しん

で開催決定！ 

懇親会で集
合記念写真 

ばとうまちの驛

 

が湧き、ふだん思っていることが

気軽に話し合えるようになってき

たようだ。そのまちの特徴が感じ

られ、開催地を変えて実施するこ

とは意義深いことだと思う。

年度 第 1 号（平成

出会いと交流
情報発信基地

９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。

駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議 inininin かすやのかすやのかすやのかすやの

駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議駅九州沖縄会議 inininin かすやのかすやのかすやのかすやの

第６回まちの駅九州沖縄会議 inかすやが、

日、福岡県粕屋町の「まちの駅サンレイクかすや」で

開催、九州・沖縄のまちの駅仲間が集いました。

活動発表の中で、地元の県立福岡魁
かい

総合的な学習の時間を活用して、まちの駅のみなさん

と一緒にバラの無農薬栽培やブロッコリーの料理コン

テストに挑戦している活動を報告。福岡魁誠高校は、

月に「まちの駅」に登録、駅長は中釜隆

司校長。まちの駅になっている唯一の高校です。発表

する生徒の初々しさに、参加の皆さんも拍手喝采を贈

交流会交流会交流会交流会 inininin ばとうばとうばとうばとう

日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長

が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。が集まって交流会が開催されました。 

時から各地区代表によ

る現状報告があり、続いて２つのテー

マに分かれて、まちづくりについて考

つのグループに分か

テーマは「まちの駅活用術」と「まちの駅言いたい放題

時半からテーマごとの発表があり、夜は温

泉旅館へと移り、懇親会で盛り上がりました。

日（金）の午後（報告会前）と 27 日（土）午前には

それぞれ、馬頭町のまちなか散

策コースが用意され、参加者は

開催地の文化や観光を楽しん

ばとうまちの驛

 交流が深まるにつれて、親近感

が湧き、ふだん思っていることが

気軽に話し合えるようになってき

たようだ。そのまちの特徴が感じ

られ、開催地を変えて実施するこ

とは意義深いことだと思う。

号（平成 25 年

交流をサポートする
情報発信基地 

９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。

かすやのかすやのかすやのかすやの報告報告報告報告

かすやのかすやのかすやのかすやの報告報告報告報告

かすやが、10月

日、福岡県粕屋町の「まちの駅サンレイクかすや」で

開催、九州・沖縄のまちの駅仲間が集いました。 

魁
かい

誠
せい

高等学校が、

総合的な学習の時間を活用して、まちの駅のみなさん

と一緒にバラの無農薬栽培やブロッコリーの料理コン

テストに挑戦している活動を報告。福岡魁誠高校は、

月に「まちの駅」に登録、駅長は中釜隆

司校長。まちの駅になっている唯一の高校です。発表

する生徒の初々しさに、参加の皆さんも拍手喝采を贈

ばとうばとうばとうばとう    開催開催開催開催

日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長

テーマは「まちの駅活用術」と「まちの駅言いたい放題

時半からテーマごとの発表があり、夜は温

泉旅館へと移り、懇親会で盛り上がりました。  

日（土）午前には

分科会の様子

ばとうまちの驛 代表 藤田さん

交流が深まるにつれて、親近感

が湧き、ふだん思っていることが

気軽に話し合えるようになってき

たようだ。そのまちの特徴が感じ

られ、開催地を変えて実施するこ

とは意義深いことだと思う。

年 12 月発行）

をサポートする 

９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。９月５日～６日に姶良霧島大会を開催。    

報告報告報告報告    

報告報告報告報告    

月 12

日、福岡県粕屋町の「まちの駅サンレイクかすや」で

 

高等学校が、

総合的な学習の時間を活用して、まちの駅のみなさん

と一緒にバラの無農薬栽培やブロッコリーの料理コン

テストに挑戦している活動を報告。福岡魁誠高校は、

月に「まちの駅」に登録、駅長は中釜隆

司校長。まちの駅になっている唯一の高校です。発表

する生徒の初々しさに、参加の皆さんも拍手喝采を贈

開催開催開催開催！！！！    

日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長日（土）に栃木県内のまちの駅駅長

テーマは「まちの駅活用術」と「まちの駅言いたい放題

時半からテーマごとの発表があり、夜は温

日（土）午前には

分科会の様子 
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藤田さん 

交流が深まるにつれて、親近感

が湧き、ふだん思っていることが

気軽に話し合えるようになってき

たようだ。そのまちの特徴が感じ

られ、開催地を変えて実施するこ

とは意義深いことだと思う。 

月発行） 



 

●●●●モノのモノのモノのモノの

 

 

 

●●●●東京東京東京東京

 

●●●●まちのまちのまちのまちの

平成

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

交通省

市メンバー

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

げられています。

伊達市は平成

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

役割を果たすことも期待されています。

大河ドラマ「八重の桜」の

主人公である

ちなんだ「ハンサムウーマ

ン」ブランド商品。会津地

域の多様な業種が連携し

て一つのブランドを創り上

げている。

（写真は全国フォーラムで

展示されたもの）

モノのモノのモノのモノの交流交流交流交流をしませんかをしませんかをしませんかをしませんか

東京東京東京東京都江戸川区都江戸川区都江戸川区都江戸川区

まちのまちのまちのまちの駅駅駅駅でででで防災力向上防災力向上防災力向上防災力向上

平成 24 年 11 月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

交通省の「平成 25

市メンバー14 名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

げられています。 

伊達市は平成 18

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

役割を果たすことも期待されています。

大河ドラマ「八重の桜」の

主人公である山本八重に

ちなんだ「ハンサムウーマ

ン」ブランド商品。会津地

域の多様な業種が連携し

て一つのブランドを創り上

げている。 

（写真は全国フォーラムで

展示されたもの）

をしませんかをしませんかをしませんかをしませんか

 

都江戸川区都江戸川区都江戸川区都江戸川区、、、、小松川小松川小松川小松川

防災力向上防災力向上防災力向上防災力向上

月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

25 年度広域的地域間共助推進事業」に採択されました。

名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

 

18 年に５つの町が合併してできた市ですが、市として

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

役割を果たすことも期待されています。

大河ドラマ「八重の桜」の

山本八重に

ちなんだ「ハンサムウーマ

ン」ブランド商品。会津地

域の多様な業種が連携し

て一つのブランドを創り上

（写真は全国フォーラムで

展示されたもの） 

をしませんかをしませんかをしませんかをしませんか？？？？    

まちの駅全国フォーラムでも「モノの交流分科会」で活発な議論が行われましたが、全国

のまちの駅ネットワークを利用して、各地の物産を交流させることに興味を持っている方は多

いです。まちの駅の特長である少量多品種の物産を扱うために、会津まちの駅ネットワーク

では、多様な物産の統一的な「ハンサムウーマン」ブランドを開発中です。また、鹿児島まち

の駅連絡協議会では、送料を節約するための鹿児島「５万円セット」を開発しています。

こういった情報は、まちの駅ウェブサイトでもドンドン情報を発信していきます。

ネットワークでも

なお、本商品に興味のある方は、まちの駅事務局までお問い合わせください。

 

 

小松川小松川小松川小松川でででで沖縄気分沖縄気分沖縄気分沖縄気分

れました。これは、２年前の全国大会で小松川と沖縄の担当者が出会ったことがき

っかけで、「お互いのまちを盛り上げよう」と開催されました。当日は、沖縄の伝統

芸能エイサーを取り入れた「琉球祭り太鼓」や三線ライブが会場を盛り上げてくれま

した。また、蕎麦屋で「沖縄そば」が

て、味付けしたもの）」を販売、特設テントではタコライスが提供されました。現在で

も商店街との交流が行われ、店頭では沖縄の物産が購入できる

ます。これがきっかけで、

が期待されています。

防災力向上防災力向上防災力向上防災力向上をををを    伊達市伊達市伊達市伊達市

月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

年度広域的地域間共助推進事業」に採択されました。

名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

年に５つの町が合併してできた市ですが、市として

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

役割を果たすことも期待されています。 

まちの駅全国フォーラムでも「モノの交流分科会」で活発な議論が行われましたが、全国

のまちの駅ネットワークを利用して、各地の物産を交流させることに興味を持っている方は多

いです。まちの駅の特長である少量多品種の物産を扱うために、会津まちの駅ネットワーク

では、多様な物産の統一的な「ハンサムウーマン」ブランドを開発中です。また、鹿児島まち

の駅連絡協議会では、送料を節約するための鹿児島「５万円セット」を開発しています。

こういった情報は、まちの駅ウェブサイトでもドンドン情報を発信していきます。

ネットワークでも、このような商品づくりを開始しませんか？

なお、本商品に興味のある方は、まちの駅事務局までお問い合わせください。

沖縄気分沖縄気分沖縄気分沖縄気分にににに    

10月 19日、

れました。これは、２年前の全国大会で小松川と沖縄の担当者が出会ったことがき

っかけで、「お互いのまちを盛り上げよう」と開催されました。当日は、沖縄の伝統

芸能エイサーを取り入れた「琉球祭り太鼓」や三線ライブが会場を盛り上げてくれま

した。また、蕎麦屋で「沖縄そば」が

て、味付けしたもの）」を販売、特設テントではタコライスが提供されました。現在で

も商店街との交流が行われ、店頭では沖縄の物産が購入できる

ます。これがきっかけで、

が期待されています。

伊達市伊達市伊達市伊達市・・・・見附市見附市見附市見附市

月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

年度広域的地域間共助推進事業」に採択されました。

名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

年に５つの町が合併してできた市ですが、市として

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

まちの駅全国フォーラムでも「モノの交流分科会」で活発な議論が行われましたが、全国

のまちの駅ネットワークを利用して、各地の物産を交流させることに興味を持っている方は多

いです。まちの駅の特長である少量多品種の物産を扱うために、会津まちの駅ネットワーク

では、多様な物産の統一的な「ハンサムウーマン」ブランドを開発中です。また、鹿児島まち

の駅連絡協議会では、送料を節約するための鹿児島「５万円セット」を開発しています。

こういった情報は、まちの駅ウェブサイトでもドンドン情報を発信していきます。

、このような商品づくりを開始しませんか？

なお、本商品に興味のある方は、まちの駅事務局までお問い合わせください。

    

日、20日に江戸川区小松川パルプラザ商店街で、沖縄フェスタが行わ

れました。これは、２年前の全国大会で小松川と沖縄の担当者が出会ったことがき

っかけで、「お互いのまちを盛り上げよう」と開催されました。当日は、沖縄の伝統

芸能エイサーを取り入れた「琉球祭り太鼓」や三線ライブが会場を盛り上げてくれま

した。また、蕎麦屋で「沖縄そば」が

て、味付けしたもの）」を販売、特設テントではタコライスが提供されました。現在で

も商店街との交流が行われ、店頭では沖縄の物産が購入できる

ます。これがきっかけで、地域と人との結びつきができ、新たな集客につながること

が期待されています。 

見附市見附市見附市見附市のののの防災協定防災協定防災協定防災協定

月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

年度広域的地域間共助推進事業」に採択されました。

名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

年に５つの町が合併してできた市ですが、市として

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

まちの駅全国フォーラムでも「モノの交流分科会」で活発な議論が行われましたが、全国

のまちの駅ネットワークを利用して、各地の物産を交流させることに興味を持っている方は多

いです。まちの駅の特長である少量多品種の物産を扱うために、会津まちの駅ネットワーク

では、多様な物産の統一的な「ハンサムウーマン」ブランドを開発中です。また、鹿児島まち

の駅連絡協議会では、送料を節約するための鹿児島「５万円セット」を開発しています。

こういった情報は、まちの駅ウェブサイトでもドンドン情報を発信していきます。

、このような商品づくりを開始しませんか？

なお、本商品に興味のある方は、まちの駅事務局までお問い合わせください。

東京都千代田区東神田東京都千代田区東神田東京都千代田区東神田東京都千代田区東神田

電話：電話：電話：電話：

日に江戸川区小松川パルプラザ商店街で、沖縄フェスタが行わ

れました。これは、２年前の全国大会で小松川と沖縄の担当者が出会ったことがき

っかけで、「お互いのまちを盛り上げよう」と開催されました。当日は、沖縄の伝統

芸能エイサーを取り入れた「琉球祭り太鼓」や三線ライブが会場を盛り上げてくれま

した。また、蕎麦屋で「沖縄そば」が、精肉店で「てびち（豚足を煮込んで柔らかくし

て、味付けしたもの）」を販売、特設テントではタコライスが提供されました。現在で

も商店街との交流が行われ、店頭では沖縄の物産が購入できる

地域と人との結びつきができ、新たな集客につながること

防災協定防災協定防災協定防災協定    

月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土

年度広域的地域間共助推進事業」に採択されました。11 月 14

名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

けた具体的な検討が行われます。すでにいくつかのまちの駅候補施設が挙

年に５つの町が合併してできた市ですが、市としてまとま

るには、まだ時間がかかるとのこと。まちの駅のネットワークが、旧町をつなぐ

まちの駅全国フォーラムでも「モノの交流分科会」で活発な議論が行われましたが、全国
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いです。まちの駅の特長である少量多品種の物産を扱うために、会津まちの駅ネットワーク

では、多様な物産の統一的な「ハンサムウーマン」ブランドを開発中です。また、鹿児島まち

の駅連絡協議会では、送料を節約するための鹿児島「５万円セット」を開発しています。

こういった情報は、まちの駅ウェブサイトでもドンドン情報を発信していきます。
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日に江戸川区小松川パルプラザ商店街で、沖縄フェスタが行わ

れました。これは、２年前の全国大会で小松川と沖縄の担当者が出会ったことがき

っかけで、「お互いのまちを盛り上げよう」と開催されました。当日は、沖縄の伝統

芸能エイサーを取り入れた「琉球祭り太鼓」や三線ライブが会場を盛り上げてくれま

精肉店で「てびち（豚足を煮込んで柔らかくし

て、味付けしたもの）」を販売、特設テントではタコライスが提供されました。現在で

も商店街との交流が行われ、店頭では沖縄の物産が購入できる

地域と人との結びつきができ、新たな集客につながること

月、福島県伊達市と新潟県見附市は広域防災協定を締結しました。いざという時に十分に機能させるため

には、行政同士の協定が結ばれても、市民同士でお互いを理解しておかなければなりません。そこで、見附市の「まちの駅」

関係者の協力を得て、伊達市にも「まちの駅」のネットワークをつくり、市民防災力の向上を図る事業を提案したところ、国土
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名が視察しました。先進的に取り組まれている見附市の防災まちづくりの実践例や市内に点在する「まちの駅」

の視察を行うとともに、交流の機会を設けてお互いの顔の見える関係が始まりました。今後は、伊達市でまちの駅設置に向

鹿児島まちの駅連絡協議会がお薦

めする、さつま揚げやお酢など鹿児
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のまちの駅ネットワークを利用して、各地の物産を交流させることに興味を持っている方は多

いです。まちの駅の特長である少量多品種の物産を扱うために、会津まちの駅ネットワーク
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みんなが集まる機会がたくさんあり、とてもうらやましいかぎりです）

、「みんなで、まちを盛り上げていこう！」という力
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中と里山の両方を楽しむことができます。
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重県初のネットワーク型のまちの駅です。

グイベント
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「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

たとのこと。近所にお店が少ないので、
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そして、各まちの駅が尾鷲のうまいもんや自慢の味で仕立てた

「おわせ棒」の食べ歩き。 

大好評につき、第２弾「尾鷲アルコマチ体験ツアー」が

まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）

18 日、三重県のまちの駅交流会が名張市で開催される予定です。

●●●●●●●●●●●●●●

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

たとのこと。近所にお店が少ないので、

東京都葛飾区東京都葛飾区東京都葛飾区東京都葛飾区柴又柴又柴又柴又

新規会員新規会員新規会員新規会員ご紹介ご紹介ご紹介ご紹介    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

富士市まちの駅ネットワーク富士市まちの駅ネットワーク富士市まちの駅ネットワーク富士市まちの駅ネットワーク】】】】まちの駅

峠の駅/やすらぎの駅

追い出し猫の駅/

居心地抜群の和食・寿司の駅/桐の良さを伝える駅

和の風の駅 【【【【まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄

空間づくりの駅「デザイン見聞録」

幸齢たからきんしゃい！/ほっこり温灸と漢方美力の駅

火処（ひどころ) 【【【【まちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけ

おわせお魚いちば/海洋深層水の駅

/和菓子職人の駅

土井子供くらし館/市民活動支援センター

まちの駅ネットワークふくしままちの駅ネットワークふくしままちの駅ネットワークふくしままちの駅ネットワークふくしま

まちの駅つるやの恩返し

まちの駅「ひばごんの郷」

今年度のニュースレター第１

の防災連携、三重県では３月

、まちの駅の可能性が広がっています

今年は本部事務局の事務所移転や

り、まちの駅会員のみなさまにはいろいろと不行き届きの面があ

たことを、この場を借りてお詫びいたします。

新規会員のご紹介新規会員のご紹介新規会員のご紹介新規会員のご紹介

●●●●●●●●●●●●●● 

月、三重県尾鷲市内に 23 の「まちの駅」がオープン。

重県初のネットワーク型のまちの駅です。７月

尾鷲アルコマチ体験ツアー

らではのメニューは、サンマ寿司作り体験や干物作り体験、等々。

そして、各まちの駅が尾鷲のうまいもんや自慢の味で仕立てた

弾「尾鷲アルコマチ体験ツアー」が

まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）

日、三重県のまちの駅交流会が名張市で開催される予定です。

●●●●●●●●●●●●●● 柴又

「フーテンの寅さん」でおなじみの葛飾柴又

寅さん記念館のそばに、葛飾区第

え。元漬物屋だった店舗を改装した就労支援センター「ファ

ンタジア」が、まちの駅になりました。

運営母体

発達障がい児、不登校児

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

たとのこと。近所にお店が少ないので、交流

柴又柴又柴又柴又 7777－－－－9999－－－－11116666

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

まちの駅 土遊農実

やすらぎの駅/くつろぎ陶工の里

/音楽と癒しの駅

桐の良さを伝える駅

まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄

空間づくりの駅「デザイン見聞録」/健幸の駅 清州会

ほっこり温灸と漢方美力の駅

まちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけ

海洋深層水の駅

和菓子職人の駅/お茶と和菓子でひといきつける駅

市民活動支援センター

まちの駅ネットワークふくしままちの駅ネットワークふくしままちの駅ネットワークふくしままちの駅ネットワークふくしま】お茶の松北園

まちの駅つるやの恩返し/くらしと家具のまちの駅

まちの駅「ひばごんの郷」/つくだ煮街道

１号をお届けいたします。

月 18 日に県大会など、各地で新た

、まちの駅の可能性が広がっています

今年は本部事務局の事務所移転や

り、まちの駅会員のみなさまにはいろいろと不行き届きの面があ

たことを、この場を借りてお詫びいたします。

新規会員のご紹介新規会員のご紹介新規会員のご紹介新規会員のご紹介    

 まちの駅

の「まちの駅」がオープン。

月 27 日のオープニン

尾鷲アルコマチ体験ツアー」を開催。

らではのメニューは、サンマ寿司作り体験や干物作り体験、等々。

そして、各まちの駅が尾鷲のうまいもんや自慢の味で仕立てた

弾「尾鷲アルコマチ体験ツアー」が

まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）

日、三重県のまちの駅交流会が名張市で開催される予定です。

柴又まちの

「フーテンの寅さん」でおなじみの葛飾柴又

寅さん記念館のそばに、葛飾区第

え。元漬物屋だった店舗を改装した就労支援センター「ファ

ンタジア」が、まちの駅になりました。

運営母体の NPO 法人おおぞら会

発達障がい児、不登校児

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

交流朝市なども計画したいそうです。

6666 山本ビル山本ビル山本ビル山本ビル 1F1F1F1F

土遊農実 お茶の秋山園

くつろぎ陶工の里/卒業アルバムの店

音楽と癒しの駅 【【【【まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山

桐の良さを伝える駅 【【【【まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生

まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄まちの駅ネットワーク本庄】】】】まちの駅のぞみ

清州会健診センター

ほっこり温灸と漢方美力の駅 【【【【まちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひら

まちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけまちの駅ネットワークみつけ】】】】川の駅

/神楽・神話のふる里

お茶と和菓子でひといきつける駅

市民活動支援センター/新鮮魚貝の駅

お茶の松北園 【【【【松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク

くらしと家具のまちの駅 HOLM230/

つくだ煮街道 

号をお届けいたします。見附・伊達

県大会など、各地で新た

、まちの駅の可能性が広がっています

今年は本部事務局の事務所移転やシステム変更

り、まちの駅会員のみなさまにはいろいろと不行き届きの面があ

たことを、この場を借りてお詫びいたします。（橋本）

駅ネットワーク

の「まちの駅」がオープン。三

オープニン

を開催。漁師町な

らではのメニューは、サンマ寿司作り体験や干物作り体験、等々。

そして、各まちの駅が尾鷲のうまいもんや自慢の味で仕立てた

弾「尾鷲アルコマチ体験ツアー」が 11 月 29 日と、来年の

まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）

日、三重県のまちの駅交流会が名張市で開催される予定です。

 

まちの駅「ファンタジア

「フーテンの寅さん」でおなじみの葛飾柴又

寅さん記念館のそばに、葛飾区第

え。元漬物屋だった店舗を改装した就労支援センター「ファ

ンタジア」が、まちの駅になりました。

法人おおぞら会

発達障がい児、不登校児とその家族を支援する会として発足

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

朝市なども計画したいそうです。

山本ビル山本ビル山本ビル山本ビル 1F1F1F1F    電話電話電話電話 03030303

お茶の秋山園/まちの駅 

卒業アルバムの店

まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山

まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生

まちの駅のぞみ/ふる里の味の駅

健診センター/百年前にタイプスリップ

まちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひら

川の駅 パティオにいがた

神楽・神話のふる里/まぐろの駅

お茶と和菓子でひといきつける駅/ひのきアートの駅

新鮮魚貝の駅/刺身の駅

松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク

HOLM230/まちの駅

見附・伊達

県大会など、各地で新た

、まちの駅の可能性が広がっていますね。 

変更等があ

り、まちの駅会員のみなさまにはいろいろと不行き届きの面があ

（橋本） 

ネットワーク尾鷲 

日と、来年の２

まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）

日、三重県のまちの駅交流会が名張市で開催される予定です。

ファンタジア」

「フーテンの寅さん」でおなじみの葛飾柴又帝釈天の裏手、

寅さん記念館のそばに、葛飾区第１号のまちの駅がお目見

え。元漬物屋だった店舗を改装した就労支援センター「ファ

ンタジア」が、まちの駅になりました。 

法人おおぞら会は、平成

その家族を支援する会として発足

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

朝市なども計画したいそうです。 

03030303－－－－6666657657657657－－－－9675967596759675

 笑顔・まごころ・憩いの松本

卒業アルバムの店 【【【【会津まちの駅会津まちの駅会津まちの駅会津まちの駅

まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山まちの駅ネットワーク勝山】】】】オムライスの駅

まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生まちの駅ネットワーク相生】】】】こころの駅/

ふる里の味の駅/はにぽんと医やしの駅

百年前にタイプスリップ

まちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひらまちの駅ネットワークおおひら】】】】笑み食の駅

パティオにいがた 【【【【まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲

まぐろの駅/海の幸の駅

ひのきアートの駅/

刺身の駅/森の駅/せぎやまホール

松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク松江市まちの駅ネットワーク】】】】SUS

まちの駅 カクトとみや

事務局の住所が変わりました！！！

〒101-

東京都千代田区東神田

電話：03

メール：oshiete@machinoeki.com

 ●●●●●●●●●●●●●●

２月 23 日に開催されます。

まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）まちの駅ネットワーク尾鷲（事務局：尾鷲観光物産協会）    電話電話電話電話    0597059705970597

日、三重県のまちの駅交流会が名張市で開催される予定です。 

」 ●●●●●●●●●●●●●●

帝釈天の裏手、

のまちの駅がお目見

え。元漬物屋だった店舗を改装した就労支援センター「ファ

平成 17 年４月に、

その家族を支援する会として発足

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

9675967596759675    火・水曜は定休日火・水曜は定休日火・水曜は定休日火・水曜は定休日

笑顔・まごころ・憩いの松本/まちの駅

会津まちの駅会津まちの駅会津まちの駅会津まちの駅】】】】まちの駅

オムライスの駅 【【【【まちの駅大川まちの駅大川まちの駅大川まちの駅大川

/レトロなぬくもりの駅

はにぽんと医やしの駅

百年前にタイプスリップ 醤油の駅/ひとパッチワークミシンの駅

笑み食の駅 【【【【越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅

まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲

海の幸の駅/さんま寿司の駅

/和の癒し空間/

せぎやまホール 【【【【

SUSANOO CAFÉ

カクトとみや/まちの駅

事務局の住所が変わりました！！！

-0031 

東京都千代田区東神田

03-5823-4190

oshiete@machinoeki.com

編集・発行：まちの駅連絡協議会

●●●●●●●●●●●●●●

日に開催されます。

0597059705970597－－－－23232323－－－－8261826182618261

●●●●●●●●●●●●●●

帝釈天の裏手、

のまちの駅がお目見

え。元漬物屋だった店舗を改装した就労支援センター「ファ

月に、

その家族を支援する会として発足。駅長の大石徹さんによると

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

火・水曜は定休日火・水曜は定休日火・水曜は定休日火・水曜は定休日

/まちの駅 元吉

まちの駅 会津の玄関口

まちの駅大川まちの駅大川まちの駅大川まちの駅大川】】】】マチのほっとステーション

レトロなぬくもりの駅/希望の駅

はにぽんと医やしの駅 【【【【かすやかすやかすやかすや

ひとパッチワークミシンの駅

【【【【越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅

まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲まちの駅ネットワーク尾鷲】】】】おわせ観光の駅

さんま寿司の駅/天日ぼしの駅

/光る海のみえるカフェ

【【【【鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会

ANOO CAFÉ/縁結び窯/

まちの駅 みやもと 鴻巣宿

事務局の住所が変わりました！！！

東京都千代田区東神田 1-3-10

4190  FAX：

oshiete@machinoeki.com

発行：まちの駅連絡協議会

●●●●●●●●●●●●●● 

日に開催されます。 

8261826182618261    

●●●●●●●●●●●●●● 

駅長の大石徹さんによると

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

火・水曜は定休日火・水曜は定休日火・水曜は定休日火・水曜は定休日    

元吉 SUMILE 【【【【まちの駅まちの駅まちの駅まちの駅

会津の玄関口 【【【【みやわかまちみやわかまちみやわかまちみやわかまち

マチのほっとステーション

希望の駅 【【【【まちの駅みとネまちの駅みとネまちの駅みとネまちの駅みとネ

かすやかすやかすやかすや    まちの駅ネットワーまちの駅ネットワーまちの駅ネットワーまちの駅ネットワー

ひとパッチワークミシンの駅/

越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅越後ながおかまちの駅】】】】まちの駅い

おわせ観光の駅/深層水の

天日ぼしの駅/ひものの駅

光る海のみえるカフェ/古道客の無

鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会

/メテオプラザ/由志園

鴻巣宿/柴又まちの駅・

事務局の住所が変わりました！！！ 

10 KI ビル３階

：03-5823-

oshiete@machinoeki.com 

発行：まちの駅連絡協議会 

駅長の大石徹さんによると

「開かれた場所で地域の方と障がいを持つ方がごく自然にコミュニケーションをとれる場を作りたい」と考え、「まちの駅」にし

まちの駅まちの駅まちの駅まちの駅

みやわかまちみやわかまちみやわかまちみやわかまち

マチのほっとステーション/

まちの駅みとネまちの駅みとネまちの駅みとネまちの駅みとネ

まちの駅ネットワーまちの駅ネットワーまちの駅ネットワーまちの駅ネットワー

/まちの

まちの駅い

深層水の

ひものの駅/

古道客の無

鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会鹿児島まちの駅連絡協議会】】】】＜大

由志園 

柴又まちの駅・

ビル３階 
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 事務局 


