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公 募 で 選 ばれた
1 名 の 市 民 企 画 プ ロジェクト

緑道・公園を活用した
屋外カフェのオープンや
体験型イベントを開催
「緑道カフェプロジェクト」
岩藤 邦生 Iwato Kunio
まちの魅力や賑わい 、新たな楽しみを発 信するため 、春から秋に
かけて 、公 園や緑 道にてオープンカフェの出店や 、ヨガなどの 体
験型イベントを組合せたプログラムを展開します 。

50周年から51年目へ、そしてその先の未来へつなぐため、
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泉北を面白くする市民企画プロジェクト「 SENBOKU TRIAL 」が始まります。
「 SENBOKU TRIAL 」とは公募で選ばれた

南区高倉台の住宅街の中でオーダーメイド

市民提案の暮らしのアイデアを、市民と泉北に関わる企業・自治体等が

タウンに住み始めて13年、自分たちが住むま

緑 豊かな公園と緑 道

ショップ「iwt」を経営しています。泉北ニュー
ちがよりよくなるように奮闘中。

パートナーになって実現するプロジェクトです。
これから、まちのあちこちで動きだすTRIALを応援し、参加し、みんなで楽しもう！

「大学生発！

「堺でスタイリッシュな

意 外とステキ★

アコースティック民族音楽プロジェクト

泉北デートスポット」
大前 藍子

Ｓｋｙ
ｌ
ｉ
ｓｈ（サカイリッシュ）
」

Ｏmae Aiko

上沼 健二 Kaminuma Kenji

泉北ニュータウンに通学する学生が、デートで使いやすいカフェや公

イベント開催時に、飲食ブース、会場内の様々な場所で、フィドル、フ

園などのおでかけ泉北スポットを見つけ出し、泉北高速鉄道の車内

ルート、バウロン、カホンなどの民族楽器による音楽隊を率いて、ア

等で発信します。見て、読んで、楽しい情報をお届けします！

コースティック音楽などを演奏し、音楽が身近な泉北ニュータウンを
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PRしていきます。
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デートで使いやすい

大阪府立大学出身で、現在はNPO法人

カフェや公園の多い泉北

に勤務し、まちづくりや地域団体の支援
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堺自然ふれあいの森

赤坂台出身、パーカッション＆フィドル奏

や企業などへのネットワークづくり 、コ

者です。西欧・北欧の伝統音楽をライブ活

ミュニティビジネス・ソーシャルビジネス

動で 発 信しています 。楽 器 演 奏ワーク

の支援を行っています。

ショップを通じ、後進の指導にも力を入れ
ています。

レモンの植樹・栽培を通して、

ダンボールを使った

泉北のくらしを楽しもう！

むれ あそび

「泉北レモンの街ストーリー

「あそびでつなげる ひとつむぎ 」

@ 公社茶山台団地」
苅谷 由佳 Kariya Yuka

小林 晶子 Kobayashi Akiko

柑橘類の生育にふさわしい環境・気候の泉北ニュータウン。泉ケ丘駅か

駅前広場や公園で、数百個のダンボールを積み上げて、大きなオブジェ

ら近い公社茶山台団地の敷地に「 ５０周年のシンボル 」としてレモ

をつくります。子どもも大人も夢中になって「なにをつくろうか？」
「 どう

ンを植樹し、
地域のみなさんの交流の場や子どもたちが自然とふれあえる場

やって遊ぼうか？？」を考え、作り、遊び、壊し、片付ける。

をつくり、たくさんの方々に訪れていただきたいと思います。

シンプルだから楽しい「むれあそび」を行います。
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四季折々の風景を見て

緑道ランニングにはまりマラソンが人生

自然がいっぱいの

仕事や子育ての中で、チームで動くおも

感じながら、快 適に

の楽しみに。平成２７年夏、泉北をレモン
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緑 道＆公園

しろさと難しさを発見 。みんなで遊ぶ

ランニングができる緑道

「むれあそび」を通じて、新しい出会い

の街にしよう、と活動を開始しました。青

の場とチームづくりをしています。

い空と緑が豊富な泉北をもっと輝かせた
いパソコン講師です。

農と人をつなぐ収穫体験や

「子どもプログラミング

駅前マルシェを開催

サポーター 100人プロジェクト」

「 泉北・ファーム プロジェクト」
柴田 美治 Shibata Yoshiji

田重田 勝一郎 Tajuta Shoichiro

野菜づくりに興味のある人を対象に、自然豊かな圃場で野菜の栽培を

無料の子ども向けプログラミング道場を泉北で開催します。

実践し、育った野菜の収穫の仕方・手入れを学ぶ体験会を、夏と秋に開

子どもたちが創りたい、実現したいことを、大人が同じ目線に立ち、

催します。また、いずみがおか広場で開催予定のマルシェでは、ニュータ

一緒になって考えます。また、それらをサポートする大人も増やします。

ウン近隣農家の野菜等の販売を行います。

あなたも子どもプログラミングサポーターになりませんか？
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泉北在住です。現役を引退後にＮＰＯ
法人設立に参加し、地球環境保護や高

新鮮で美味しい野菜を買える
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プログラミングに興味がある子どもに学べ

上神谷・鉢ヶ峯などの地域

子どもが 夢中になれる
遊びがいっぱいの

る場を提供したいという思いから平成28年2

齢者支援に取り組んできました。その

月に「CoderDojo（ コーダードウジョウ）堺」

延長で、地域資源を活かす「みないき農

を立ち上げ、無料のプログラミング道場を毎

業塾」の運営に加わっています。

月運営しています。

「ビッグバン」

地域に開かれた
「まちの魅力を未来に受け継ぐ

コワーキングスペースの開設

泉北こどもかるた 」

「暮らし はたらき つながる箱」

西上 孔雄 Nishigami Yoshio

西 恭利 Nishi Yoshito

泉北ニュータウン誕生秘話をテーマにシンポジウムを開催することで、

緑あふれる公園に隣接し、農に近い住環境を生かしながら仕事ができ

地域資源を再発見し、地元の小学生とシニアで協力して「泉北こどもか

る暮らしを実現するため、既存ストックを生かし、建築・不動産と人を

るた」を制作します。秋には「かるた大会」を開催し、子どもたちが、泉北

結びつけるプラットフォームとなるコワーキングスペースを開設します。ま

ニュータウンの未来を語る「こども未来会議」を開きます。

た、地域の方に開かれた、地産地消食材を提供するオープンキッチンを
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企画します。
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里山の美しい

まちびらきの年に、かつての美木多村に生
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景 観が 残る長峰

まれました。開発と共に幼少期を過ごし、現

泉北ニュータウン住宅リノベーション協

在 は 地 元 工 務 店 の 三 代 目を 務 め る 傍

議会のメンバーとして、中古戸建て住宅

ら 、NPO法人すまいるセンターを立ち上

のリノベーションを推進しています。また、

げ、まちづくり活動に取り組んでいます。

地元野菜中心のカレーをふるまう「 だん
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新檜尾公園の春夏秋冬

ぢりキッチン 」を通じ 、泉北の魅力をア
ピールしています。

泉北の立地を活かした
「みんなが主役！

新たな自宅活用に挑戦

泉北吉本新喜劇プロジェクト」

「地域密着いただきます
プロジェクト」

野口 正文 Noguchi Masafumi

山口 香代子 Yamaguchi Kayoko

みんなが知っている吉本新喜劇を泉北で上演します。泉北のエピソード

食を通じた地産地消活動を広げるために、泉北の食材を使った料理教

などを踏まえたオリジナルの脚本を作り、オーディションや選考会を経

室・食育を行います。自宅の菓子工房にて、上神谷米やヨシダファーム

て選ばれた市民の皆さまに、吉本興業のタレントさんと新喜劇の舞台

の卵を使ったシフォンケーキ等、身体に優しいお菓子を製造し、地元の

に出演していただいたり、その前座で漫才を披露していただきます。泉

お店で販売するほか、様々なイベントに出店します。

北のみなさまで泉北の新喜劇を作り出しましょう。
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城山台在住、泉北高速鉄道の車掌をし

栄 養 士・調 理 師・保育 士 。保育園 勤

木々の緑が心地よい緑 道

務 時に 、アレルギー児も一 緒に食べ

ています。泉北で暮らし、泉北で働く生

られる給 食を考 案し 、レシピ本が出

粋の泉北人、38歳です。

版されました。平成28年、泉北の自宅

20代から国際交流事業に参加し、人

に菓子工房が 完成し 、地産地消おや

との出会い、繋がり、絆を深める事の

つを開発しています。

大切さを知りました。

泉北ニュータウンまちびらき 50 周年事業実行委員会事務局（堺市ニュータウン地域再生室内）
〒590-0078

堺市堺区南瓦町 3-1

072-228-7530

nisai@city.sakai.lg.jp
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パンジョに続く歩 道 橋の
桜並木のアーチ

