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柏の葉の今を伝える、まちづくり情報紙

柏の葉キャンパス防災ひろば vol.２　

今年３月に実施した防災ワークショップの様子（UDCKにて）今年３月に実施した防災ワークショップの様子（UDCKにて）

柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会とは
　当協議会は、開発が進む柏の葉キャンパスエリアにおいて、地域で生活・活

動する住民や立地機関が一丸となって、地域課題の解決や活性化を図りな

がら生活環境の維持・向上に取り組むことを目的に、2011年7月に発足しま

した。住民組織だけではなく立地機関も参加し、協力しあうことで、単独組織

では困難な地域レベルでのより幅の広い取り組みを進めることを目指してい

ます。活動の柱として、「防犯防災」、「環境美化」、「健康福祉」、「交流」の４

テーマを掲げています。

防災に関する取組み
　「防犯防災」に関して、昨年度は大きく二つの取組みをしてきました。

　一つ目は、地域連携に基づく防災まちづくりのあり方の検討です。1月28

日、2月25日（土）と計２回の住民ワークショップも開催しながら、まちづくり

協議会としての「防災基本方針」について検討を進め、パンフレットとしてまと

めました。今年度は、この方針をベースに、危機的状況でも実際に“動ける連

携体制”をつくるため、詳細ルールの検討等を進めています。

　そして二つ目は、「柏の葉キャンパス防災ひろば」の開催です。2012年3月

17日に、東日本大震災から１年が経ち、改めて日頃の備えについて見直し、

地域防災に対する意識を高めていくために開催しました。当日の運営には約

40名の方々にご協力いただき、実際に炊き出しをやってみたり、ゲームで防

災を学んだりしました。

　この「柏の葉キャンパス防災ひろば」の第２回目を、9月8日（土）に開催しま

す。今回は、AED講習や消火器訓練、防災に関するアニメ『東京マグニチュー

ド８．０』の上映会等を企画しています。地域のみなさんが交流を深めながら、

改めて防災について考えるきっかけになればと思います。マルシェコロールと

も協力開催です。ぜひご参加ください。

なお、当協議会は除染についても取組んでいます。今後の除染活動に向けて、

市役所の協力を得て、８月16日に事前調査を実施しました。

「防災基本方針（概要版）」パンフレット「防災基本方針（概要版）」パンフレット

今年1月に開催された防災ワークショップ

（C）東京マグニチュード8.0製作委員会

今回はダイジェスト版を特別上映今回はダイジェスト版を特別上映
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かしわ市民大学
 「柏市民ができる災害対策活動を考える」研究発表会
昨年10月にスタートしたかしわ市民大学第１期クラスの学生15名が、研究の成果を発表
します。東日本大震災の経験を踏まえ、災害時の被害を最小限にするために、市民は何
ができるのかを考え続けてきました。
と    き：９月８日（土）9:30～12:00
ところ：千葉大学柏の葉キャンパスシーズホール
問合せ：柏市協働推進課　04-7168-1033

お申込み・お問合せ：まちのクラブ活動事務局　担当：齋藤
E-Mail：info@machino-club.com （なるべくメールでお申し込みください）
TEL：04-7137-2221　     HP:http://www.machino-club.com/

ベビママ応援プロジェクト

～柏の葉を中心とした、家でも会社でも学校でもない、もうひとつのコミュニティ～

まちのコトInformation

MAP-B

マチノ先生シリーズ MAP-B

アルバムカフェ (スクラップブッキングによるアルバムづくり）
と　き：9月7日（金）・21日（金）10:30～12 :30 ＊毎月第１・第３金曜日開催
ところ：まちのクラブハウス　要予約：先着５組程度　　
対　象： どなたでも　参加費：500円（基本セット・デコグッズ用意有り・お茶代）
主　催：赤ちゃんのほっぺ　　問合せ先：album-cafe@aka-hoppe.net

子育て専門プログラム～母と子のプレイルーム～（幼児教室) 
心と身体をはたらかせて、季節を感じるプログラムを通じ、 親子でおもいっきり遊び
ます。 親子の絆をより深める…そんな幼児教室です。 今回の内容は、『クラシック音楽
あそび～エリック・カールの世界♪～』紙テープを使ってあそびます。こちらは、元
幼稚園教諭が指導につく、 心と身体を育む、子育て専門プログラムになります。 
＊Produced by 赤ちゃんのほっぺ（東葛飾地域のあったか子育てサークル） 
と　き：9月26日（水）10:30～11:30
ところ：まちのクラブハウス　　申込締切：9月22日(土)
対　象：１歳６ヶ月から幼稚園就園前までのお子さま＆ママ
参加費：1,300円（材料費込み）

大森先生の元気いっぱい！ヨガ教室
地元柏在住のパワフルマダム、大森かなえ先生による、初心者向けのヨガ教室です。

Kサロン　まちを一緒に盛り上げよう！
お酒片手にまちについて地域の方と専門家の方などがざっくばらんに話し合える、ゆるやか
な交流会を毎月開催しています。柏の葉に興味がある方ならどなたでも大歓迎です。
と　き：9月26日(水)　毎月最終水曜　18：30～　　ところ：UDCK
対　象：まちづくりに興味がある方、おしゃべりしたい方など
参加費：500円(軽食代)持ち込み大歓迎！     主催・問合せ：UDCK  04-7140-9686

柏の葉キャンパス防災ひろば２
一番街エントランスパティオでは、AED講習や消火器訓練、消防車（はしご車）の展示
をします。またUDCK館内では、アニメ「東京マグニチュード8.0」総集編を上映します
（①11：00～②13：30～）。さらに、マルシェコロールと連携してスタンプラリーも行います！
と　き：9月8日（土）　10:00～15:00（屋外企画は荒天中止）
ところ：UDCK・一番街エントランスパティオ
主   催：柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会    問合せ：UDCK04-7140-9686

 

柏の葉公園緑の講習会　
　ところ：公園センター2階会議室　主　催：県立柏の葉公園
　問合せ：公園センター　04-7134-2015

◇春咲きの草花をタネから育てよう　9月20日(木 ) 13:30～15:30
春に咲く草花をタネから育ててみましょう。お店にはない自分好みの草花を育ててお庭を飾
りませんか。苗をたくさん作ることもできますよ。
◇ボタン・シャクヤクの植え替え　9月29日(土 ) 13:30～15:30
ボタンとシャクヤクの植え替えは9月下旬が適期です。春には綺麗な花を咲かせましょう。
鉢植えの植付け実演を行います。

つくばエクスプレス　ダイヤ改正で通勤快速を新たに運行
つくばエクスプレスでは、10月15日（月）からのダイヤ改正により、通勤時間帯において、
列車の増発や「通勤快速」の新設により、利便性の向上を図ります。「通勤快速」は柏の葉キャ
ンパス駅にも停車します。詳しくはHP(http://www.mir.co.jp/)にてご確認ください。

朝活広場 “えんがわ”
宿題のわからないところを聞きに来てもよし、科学の専門的な話を聞きに来てもよし、話す
内容はなんでもOKです。KSELメンバーとともに、科学を楽しみましょう！どなたでも楽し
めるような工夫を施した科学館をイメージした展示も、制作予定です。
と　き：毎週水曜朝6:30～8:00
ところ：柏の葉キャンパスPark City二番街内コレクティブハウスのKSEL事務所
対　象：どなたでも（無料）　主　催：柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）

平成24年度千葉県第3学区及び松戸地区高等学校説明会他
34 校と進学塾の担当者による入試動向説明会や学校紹介展を開催します。個別相談会も
予定していますので、詳細は会場までお問い合わせください（申込み不要）。 
と　き：9月9日(日)10:40～14:40　　ところ：さわやかちば県民プラザ
主催・問合せ：さわやかちば県民プラザ 04-7140-8615

Cooking de Science
東大生初のマチノ先生・羽村太雅さんによる、お菓子作りを通じて科学を「楽しむ」
企画をご用意しました。お菓子のレパートリーを増やしたい、お子さんに科学に親し
んでほしい子育て世代の方必見です。後日つい誰かに話し
たくなること間違いなしの内容にこうご期待！
と　き：9 月 22 日（土・祝）13:00～15:00　　
対　象：大学生以上ならどなたでも　ところ：まちのクラブハウス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加費：500 円

カタコトイタリア語クラブ＜初級編＞参加メンバー募集 !
イタリアを存分に楽しみましょうという主旨のクラブの、初級編が 9月よりスタート。
イタリア語を始めてみたい方、ぜひお越しください ! お料理、お菓子作り、ワインの
試飲…イタリアを楽しむためには何でもしようと思っています。お気軽に♪ 
と　き：９月5日（水）10:30～12:30
ところ：まちのクラブハウス　　参加費：2,000円
対　象：大人　　主　催：カタコトイタリア語クラブ

柏の葉アヒルホッケークラブ
当たっても痛くないウレタン製アヒル型ラケットとやわらかいボールで行うホッ
ケー。小さなお子様からご年配の方まで、夢中になって遊べます！
とき：9月17日（月・祝）10:00～12:00　ところ：UDCK　　参加費：無料
対象：どなたでも（お子様・親子歓迎！飛び入り歓迎、なるべくご予約ください）
　　　　　　　　　　　　　　　　主催：柏の葉アヒルホッケークラブ

柏の葉セグウェイクラブ　説明会
メンバー新規募集！説明会を行いますので、興味のある方はどうぞご参加くださ
い !!　室内で説明を行った後、デッキで試乗します（約 40 分ずつ）。雨天の場合
は室内で試乗。※要予約、詳細はご予約の方にご連絡いたします。
と　き：9月9日（日） 10:30、13:30の２回　ところ：UDCK
対　象：入会を希望される方（16歳以上）
申込み・問合せ：ka.segway.club@gmail.com    

　柏の葉ネイチャーキッズクラブ　秋のこんぶくろ池わくわく探索ツアー
自然探索専門家の先生と一緒に、こんぶくろ池の自然を探索するツアーです。生き
物の名前の由来、柏の葉の歴史の話など、先生のわかりやすい解説は面白いと大好
評です！親子はもちろん、大人のみの参加も歓迎です！
とき：9月30日（日）10:00～12:00　対象：どなたでも
講師：唐澤保彦先生　主催：柏の葉ネイチャーキッズクラブ

いざという時にあわてないために、みんなで防災について考えませんか？日
頃の備えや地域の課題などをこの機会に確認しよう！
と　き：9月8日（土）10:00～15:00
ところ：柏の葉キャンパス駅前
主　催：マルシェコロール実行委員会 
問合せ：NPO支援センターちば 04-7135-8101
H   P：www.kashiwanoha-marche.com/

まちのクラブ活動は、柏の葉を中心とした地域の人と人をつないでいく、
UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）の地域交流プログラムです。

絵本の読み聞かせと手遊びの広場
と　き：9月10日（月）・24日（月）11:00～11:45
＊毎月第2・第4月曜日開催、時間が午前中になりました。
ところ：まちのクラブハウス　　参加費：無料　
対象：0～3才位のお子さまと保護者　　
　　　　　　

次回のマルシェは
　      10 月 6日 ( 土 )10：00　チャレンジマルシェ！

9月8日 (土 )は『もしもの備えマルシェ』！

かしわスマートサイクル　便利になった３つのポイント
7月３日より便利になった
　　３つのポイント

詳しくはホームページを参照ください　http://bike.tfv.jp/kashiwa-smartcycle/
問合せ：財団法人柏市都市振興公社　04-7164-4141

１「月定額プラン９００円」が登場！
２　クレジットカード利用が可能に！
３　携帯電話かパソコンでいつでも利用登録が可能に！　

小さなお子様連れの方から、年齢問わず、お一人での参
加も OK です。先生に会うだけで、癒される、パワーを
もらえる、そんな雰囲気をお持ちのとっても素敵な先生
の教室です。  
と　き：9月26日（水）10:30～12:30
ところ：UDCK　　参加費：無料

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

MAP-A

MAP-E

MAP-F

MAP-A・C

MAP-A・C

MAP-B

MAP-A

要予約

要予約

MAP-A

MAP-A



景観写真講座
と　き：9月23日（日）、10月6日（土）、10月21日（日）、11月17日（土）
ところ：柏たなか駅環境コンビニステーション及び柏北部地域　　参加費：2000円　
主催：農あるまちづくり実行委員会＋まちのクラブ活動事務局 

夕涼み会
暑い夏を風通りの良い場所で過ごしませんか？環境コンビニステーションのウッドデッキや
暫定広場を開放します。ご飯や飲み物を持参して、仲間で家族で涼みにいらして下さい。
と　き：毎週土曜日17：00～20：00
ところ：柏たなか駅環境コンビニステーション　　主　催：農あるまちづくり実行委員会

子供農業体験講座
と　き：９月１６日（日）、１０月２０日（土）
ところ：柏たなか駅環境コンビニステーション
主　催：農あるまちづくり実行委員会・ＮＰＯアグリズム

まちのコトReport

UDCKオープンデッキ上の2
基のフラワータワーで、ペチュ
ニア、ポーチュラカ、マリー
ゴールドが咲き乱れています。
タワーを背景にすれば、花に
囲まれたポートレイトを撮れ
ますよ。午前中が狙い目です！

柏たなか駅の朝市　農直市場たなかなか
と　き：9月29日（土）10：00～12：00
ところ：柏たなか駅前　暫定広場
主　催：農あるまちづくり実行委員会　　
 

第 2・第 4火曜日13時から生放送中

たなかふぇ
と　き： 毎週土曜日　14：00～17：00　　参加費：ドリンク100円から
ところ：柏たなか駅環境コンビニステーション　　主　催：まちともゼミ
   

流山おもちゃ病院／柏おもちゃ病院
壊れたおもちゃをドクターが治します！予約不要、診療無料（部品代実費）
と　き：9月1日(日)、15日(日)　9：00～12：00
ところ：さわやかちば県民プラザ　　問合せ：04-7140-8611
と　き： 9月27日(木 )　13：00～16：00　※毎月第4木曜日
ところ：まちのクラブハウス　　問合せ：04-7137-2221

8 月 4日ナイトマルシェ
マルシェコロール実行委員会（NPO支援センターちば）　小溝敏央

昨年、ナイトマルシェを UDCK デッキ上で開催した時に、足の踏み場もな
いほどたくさん集まったので、今年はもっと規模を広げられたら、と話して
いました。その矢先に、UDCK や一番街をはじめ近隣住民の方々より、面
白くなるアイデアがどんどん集まり、柏の葉キャンパス夏祭りにパワーアッ
プしました。
当日は、プールで遊ぶ子どもたちや、キャンドルが灯った共卓でゆったりと
過ごしているおとなたち、そして長蛇の行列ができたお店を見ながら、みん
な思い思いに楽しめたかなと、私もうれしく思いました。さまざまな運営面
での課題については来年に活かせればと思います。来年はより一層まち全体
で待ち遠しくなるナイトマルシェが開催できるよう、また一緒に準備してい
ければ何よりです。
『マルシェに参加したい方、募集中です！』
今年に入って、マルシェコロールに出店する近隣住民の方や、まちのクラブ
活動をはじめ、積極的に企画会議に参加する住民の方がどんどん増えていま
す！マルシェコロールは「みんなでつくる、みんなのマルシェ」を合言葉に、
まちのみんなで運営する都市型マルシェを目指しています！一緒に実現して
いきませんか？準備設営から各種サポート、片付けに至るまで、実は今も、
ボランティアでまちづくりに関わりたい学生や、住民の皆さんの手によって

柏の葉キャンパス こども夏まつり
こども夏まつり大作戦チーム（えいごカフェ柏の葉代表）　松本訓明

8月 4日にオークビレッジさんの芝生広場にて柏の葉こども夏まつりを開催
し、乳幼児～小学生までの多くの子供達と夏を満喫しました。
今回は、「夏を楽しもう！野菜を味わおう！」をコンセプトに、便利になり
過ぎて四季を感じられる機会が少ない子供達に「夏」を満喫してもらおう！
食育の一環として、野菜を大好きになってもらおう！と、柏の葉のパパ＆マ
マ達で楽しみながら企画・運営しました。
当日は、水遊び、スイカ割り、流しそうめん、ヨーヨー釣り、夏の工作体験
といった夏らしいイベントや、採れたて野菜 BBQ、野菜を題材とした英会
話教室＆クイズ大会といった野菜が好きになるイベントを前にして、キラキ
ラした笑顔を見せてくれる子供達に心から癒されました。子供達の為にご協
力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

※当日の写真アルバムは http://fb.me/19CeBSqA6でご覧になれます。

キャンドルナイト
柏の葉エコクラブ（藤崎事務所）　武井篤子

柏の葉エコクラブでは、まちのみんなで作った廃油キャンドルを使用して、
キャンドルナイトを行いました。
こんぶくろ池の竹節や、子供たちがイラストを描いた空き瓶の中、ぬり絵灯
篭の中に灯る 500 個の小さな灯りのもとで、東葛映画祭のショートフィル
ムを鑑賞したり、足を水にひたして涼んだり、談笑したり。真夏の夕べをそ

お花のお手入れを一緒に行っ
ていただける方も随時募集し
ています!
かしはなプロジェクト事務局
info@kcvn.net

k-streamスタッフを毎号紹介！和気あいあいとした楽しい雰囲気で活動中です。
荒ちゃん
５０代後半、英語教室を開いたことをきっかけに幼稚園児から大人までの英会話指
導をしてきたという荒ちゃんは、趣味も油絵，クラシック音楽など多彩です。
現在、保育園、小学校で英語の指導をしながら、k-streamに参加、「荒ちゃんの
ENGLISH　TIME」を担当する柏の葉キャンパスマダムです。

放送日は、第2と第4火曜日（13:00～）
放送日のプログラムについては、公式ブログをご覧ください。
配信アドレス　http://www.ustream.tv/channel/kstreamudck
公式ブログ　http://ameblo.jp/k-stream-udck

【市民がお届けする、どっぷり地域番組】
USTREAMで「k-stream 柏の葉」
「kstreamudck」で検索してください。
一緒に活躍してくれるメンバー募集中!!

れいこさん
正義感あふれる小6の男の子とかわいい
女子高生のママであるれいこさん。
学校の役員や地域のボランティア活動もし
ている好奇心旺盛なアイディアウーマン。
手先も起用で、いろいろなコーナーにひと
味加え、盛り立ててくれたり、時にはMC、
マルシェコロールではカメラで撮影取材と
走り回っています。「k-streamが楽しい！」
という頼りになるスタッフです。

雨天順延
次回は10月27日(土)

インターネットで配信中！

対　象：小学生以下
参加費：2000円

企画のすべての問合せは環境コンビニステーション：04-7157-2861＊

【市民でつくるまちの景観プロジェクト】

9月1日（土）昼から柏の葉キャンパス駅前にてふるさと田中みこし祭り開催！
　

成り立ってきています。マルシェの企
画運営や当日のサポートに興味のある
方、ご連絡ください。無事に終了した
暁には、一杯呑んで、まちづくりの話
をしながら、爽快感を味わえたらと思
います。実はちょっと関わってみた
い！と思っている方、もっといらっ
しゃいますよね？！連絡お待ちしてい
ます。

れぞれ家で過ごすのではなく、まちで
集まって過ごそうという今回のお祭り
のコンセプトに合った、スローでエコ
な柏の葉らしいキャンドルナイトを行
う事が出来たと思います。
また、当日は、「去年もここでやって
いましたよね」と声をかけていただく
ことがたくさんありました。
キャンドルナイトが、柏の葉の夏の風
物詩になっていくと嬉しいです。

柏たなか駅

柏たなか駅

柏たなか駅

柏たなか駅

柏たなか駅

柏たなか駅

MAP-B・F



去る7/28(土)にUDCKまちづくりスクール前期最終回と緑園都市
フォーラムがUDCKで行われました。スクールは6月から全5回で
「まちのグリーンマネジメント」をテーマに、柏市内の緑地の状況や、
「みどり」の考え方を学問的視点と公園マネジメントの現場の視点
から学びました。28日はそれぞれが考えるこれからのグリーンマネ
ジメントを発表し、今後の自身の活動に繋げたいとの意見も出まし
た。午後のフォーラムは予想を超える人が集い、このまち全体のみど

読者のみなさまの声を募集します !
まちのコ ト、情報やイベントに参加
した感想 など、UDCK までぜひお
寄せください !

発行日   2012 年 8 月 30 日 
発　行   柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK） 
〒277-0871 千葉県柏市若柴 184-1 柏の葉キャンパス149 -13
TEL:04-7140-9686 　FAX:04-7140-9688　 Email : info@udck.jp

Web版「柏の葉ナビ」も
ぜひご覧下さい!

柏の葉ナビ 検 索

中面情報参照

蛭川泰一朗

　　　編 集 後 記　　　 
今夏は厳しい暑さですが、夏祭りの夜は夜風が心地良く、スローな雰囲気漂う屋外シアターやナイト
マルシェは、柏の葉の夏の風物詩になる予感です（suna）

柏まちさんぽ
はじめまして、編集委員の蛭川です。これまで、UDCK広報として様々なスポットに
足を運んできましたが、今回は業務とまったく関係ない時に利用した、柏の葉公園
のバーベキュー場を紹介します！ 「外で食べるだけで、なぜこんなに！？」と困惑して
しまうほど美味しいBBQですが、準備や片づけ、場所取りなどを考えると、つい億劫
になるものです。
しかし、ここ柏の葉公園のBBQ場では、食材から備品まで全てをレンタル出来るの
で、なんと手ぶらでOK！柏の葉キャンパス駅からも近く、驚くほど手軽にアウトドア
気分を楽しめます。季節の木々や植物、ボート池、スポーツ施設など、BBQの前後も
楽しめるのも公園施設の魅力。9月までの金～日は、日没後のサンセットBBQも実
施中です！
URL ： http://www.cue-net.or.jp/ 
            kouen/kasiwa/
問合せ ： 予約センター  
　　　     050-5835-0493
　　   時間 ： 9時～18 時　　

県立柏の葉公園バーベキュー場シ リ ー ズ 連 載
UDCK の自己紹介

「まちのみどりを学び、
未来へつなぐ」　

りの未来を考えるスター
トの場となりました。当日
はデッキで間伐材の竹に
排油で作ったキャンドル
をセットするワークショッ
プもしており、UDCKはエ
コでグリーン一色の一日
でした。

●情報が沢山あって、読んでいてとても楽しい。その半面、活字が小さくて老眼には辛いことも…。　●柏の葉エリアを利用したことがないけれど、街の活性
化を目指しているプロジェクトが工夫された形で実現されていて、素晴らしい。　●読者投稿欄などがあると尚良い。今後盛り込んで下さい。

【柏の葉ナビ】はUDCKをはじめ、TX駅や近隣センター、ららぽーと柏の葉など周辺店舗で配布しています

北部地域包括
支援センター


