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ળ႐ 㐿᷼⸥ᔨળ㙚

䊶ో࿖䈱䈖䈬䉅䈱䉁䈤ዷ␜䉮䊷䊅䊷
ో࿖䈱䈖䈬䉅䈱䉁䈤ዷ␜䉮 䊅
䊘䉴䉺䊷䉇ᤋ䈪䇮ᣣᧄ䈶
⇇ฦ䈱䈖䈬䉅䈱䉁䈤⚫

䇼䊜䉟䊮䈱ౝኈ䇽
╙䋲࿁䈖䈬䉅䈱䉁䈤⇇ળ⼏ in y
yokohama

2008ᐕ䋸䈮䊔䊦䊥䊮䈪ೋ㐿
䊄䉟䉿࿖ౝฦㇺᏒ䇮ᣣᧄ䈎䉌䇮⚂20࿅䈏ෳട੍ቯ

╙䋳࿁䈖䈬䉅䈱䉁䈤ో࿖ਥ⠪ળ⼏ in yokohama
2007ᐕ䋴䈮ජ⪲䊶ୖ䇮2008ᐕ䋱䋰䈮บ䈪╙䋲࿁㐿
ㅀ䈼႐⠪ᢙ 䋲,䋰䋰䋰ੱ䉕੍ቯ䇯
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ẮỄờỉộẼίἱἝἺἅὸỶἫὅἚἩἿἊỹἁἚ
ᣣ⒟ 87䋬8䋬9ᣣ䈱3ᣣ㑆
ળ႐ ᄢᯅ䊖䊷䊦
䊖䊷䊦ㅀ䈼႐⠪ᢙ10
䊖
䊦ㅀ䈼႐⠪ᢙ10,000ੱ
000ੱ
䋨䊖䊷䊦႐ 1ᣣ3000ੱ⒟ᐲ䋩
 ᄢ

䊚䊆䊣䉮䊊䊙䉲䊁䉞
䉞

䊶䈱19ᚽએਅ䈱ㆇ༡Ꮢ᳃䈏ᗐ䈱䉁䈤䉕
䈧䈒䉎䇯䈇䈢䉍ㆆ䉖䈣䉍䊶䊶䊶䈱⡯ᬺ㛎䉇␠
ળ㛎䈏䈪䈐䉎䉟䊔䊮䊃䇯

䊶ో࿖ฦ䈱䈖䈬䉅䈱䉁䈤ᐫ䋨ᄢ㙚䋩

 䈖䈬䉅䉁䈤䈨䈒䉍ᄢቇ
ડᬺද⾥䈮䉋䉎㛎䊑䊷䉴

 䌕䋭䋱䋹 䈖䈬䉅䈱䉁䈤⇇ળ⼏
䈖䈬䉅䈢䈤䈣䈔䈮䉋䉎䈖䈬䉅䈢䈤䈱ળ⼏
ℂᗐ䈱䉁䈤䉇䇮ℂᗐ䈱ᧂ᧪䉕䈚ว䈉

 䊚
䊚䊆䊣䉮䉴䊁䊷䉳
䊣䉮䉴䊁 䉳
䈖䈬䉅䈢䈤䈱䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴
䈖䈬䉅䈱ෳട⠪ะ䈔䇮ቇ⼔⠪ะ䈔䊒䊨䉫䊤䊛
䋨⻠Ṷ╬䉕੍ቯ䋩 ᄛ䈲㜞ᩞ↢䈮䉋䉎䊚䊠䊷䉳䉦䊦䈏㐿䈘䉏䉎䇯

ታⴕᆔຬળ┙䈤䈕䊶ㆇ༡䉴䉬䉳䊠䊷䊦
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ٻʴܱᘍۀՃ˟ԠỎẦẬ
ᵳ ᵏᵗܱᘍۀՃ˟ԠỎẦẬ
ᵏᵎஉᵏᵑଐ ᇹᵐׅẮỄờỉộẼἇἱἕἚᶇᶌ˅ӨӋь

10
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1
2
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4
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12
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ίỶἫὅἚ᧓ɶỉ᩷ܿ࠰ݲජᚨỉᄩ̬ὸ

ᾤὼᾀᾈἱἝἺἅܱᘍۀՃ˟ ᇌẼɥậܳᚕẆἳὅἢὊѪᨼ
ἳỶὅἋἯὅἇὊൿܭ
ٻʴὶᵳᵋᵏᵗμՃӋьỉܱᘍۀՃ˟ử್ාỂ͵
ʙѦޅᚨፗ ӋьӖ˄ڼ
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MINICITY EXPO2009 IN YOKOHAMA
こどものまちEXPO
2009 IN ヨコハマ
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MINICITY~EXPO2009 IN YOKOHAMA

~まち・みらい・ゆめ~
こどもまちEXPO(MiniCity EXPO）in Yokohama実行委員会へ参加のお願い
ȁĳııĴාུ͉̲́͛̀ͅ୷ဩࡇऎாঌ࣐̹́ͩͦȶηΣ̯̩ͣȷ̧̥̫࣭ͬ̽͒ͅࢩ̦̹̭͈̻̽̓͘͜ȃ؍ຩ
́͜ηΣπΧζΏΞͻࡄݪ̦ٛͦ͘ȂĳııĸාĴ͉̲͛̀ͅȶηΣπΧζΏΞͻȷȪոئηΣπȫ̭ͬ̓͜ઁ
ාޫ͈ފႁͬං̀ٳट̱̱̹͘ȃ̷͈ಎ̯̹࡛́ͦहĲĸध͈२׆ঌಿ̦Ȃࣽා͜ාͬۼ̱̭̻̩̀̓̿͘͜
݈ͤٛͬਹ͇̞̳̀͘ȃ̷͈ঌಿ̱͈͂̀ζΣνέͿΑΠͅȶηΣπͬଲͅٮőœȂ̭͈̓͜ଲٮ݈ٛ؍ຩည౿ȷ̦̜
̱̹ͤ͘ȃ̷͈̞ޑே̞ͅఱ૽͜ࡤ؊̱Ȃࣽා˔ͅηΣπΧζঌಿ͉̲ͬ͛ȂηΣπঌྦྷķ૽̦ΡͼΜང࿚౬ͬ
଼ࠫȂηΣηνϋΰῧΡͼΜασςΰ͉̲̹̥͛̀ͦٳȶ̭͈̻̓͘͜ଲٮ݈ٛȷུ͒యນ̱͂̀४̱حȂΑάȜ
Ι࣐̞̱̹ͬ͘ȃ̷̱̀ଲٮ݈͉ٛ́Ȃ؍ຩঌ̭̓͜ઁාޫ͈ވट͈ࢃ؋̱ͬං̀ȶలˎ̭͈̻ٝ̓͘͜ଲٮ݈ٛ
͈؍ຩည౿࡞ȷ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
ࣽٝ؍ຩˍࢽٳˑˌਔා͈ͅܢȂ̭̹̻̓͜Ȫˍ˕धոئȫ̦Ȃ͈̦͙̱ͣ̈́ڢȶ২ٛࠐࡑȷͬু৽എͅக̳̭ͥ͂́ྚ
ġȁ
ြ͈̻̭̹̻̻̞ͬͥ̓̾̀͘͘͜ͅͅࣉ̢Ȃχ·χ·̱̦̈́ͣఱ૽̞̫̭̹̻̈́̽̀ͥ̓ͬ֗̀͜ͅȂఱ૽͜ྚြ͈
̞̻̞ͤ̾̀͘͢͢ͅȂ֚ͅࣉ̢̞̩̭̀͂ͬ࿒എŎŪůŪńŪŵźġņřőŐͬٳट̱̳͘ȃ͉࣭͈̭͈̻ࣽٝ̓͘͜৽ट৪အ
ͅࡤ͍̥̫ȂηΣπΧζΏΞͻඤ࣭ͅȂ̜̞͉ͥଲ̻͈̭͈̓͘͜ٮήȜΑ̱̞̹̺̫̠ͬ̀ͥ͢Ȃ̱̹̞͂এ
̞̳͘ȃ̷͈এ̞̭ͬ͛̀ŎŪůŪńŪŵźġņřőŐ͂ઠ̱̱̹͘ȃ̹͘൳শͅȂΡͼΜȆηνϋΰϋ͉̲ͬ͛ȂπȜυΛΩͬইུ͛
ڎ౷̻͈̭̞̥́̓ͥ̀ͦ͘͜͜ٳȡηΣΏΞͻͬ؍̻̹̭̳ͬ̓ͥ͜אຩͅਬ͛Ȃྚြ͈̻̩̞̿ͤ̾̀͘ͅࢊ̜ͤ
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興味のある方はこちらまでコンタクトをお願いします→→→
実行委員長 三輪律江norie miwa

顧問

ȪŏőŐ༹૽ηΣΏΞͻȆίρΑၑমಿȆ؍ຩ࣭ఱޗȫ
市民・NPOと行政が協働する力あふれる
ここ横浜で、”次世代を担う子ども達の
原風景に自らの住むまちを刻み誇りを
持って
「このまち大好き！」
といえるまち
づくりに繋げていきたい” そんな思いを
胸に、
これまでこのプログラムに魅せられた大人と子どもが
協働で実施してきました。
私達と一緒に、子どもと大人が一緒になって楽しくまちに
関わるしくみを大きく開花させてみませんか？

木下勇isami kinoshita
Ȫ୷ဩఱޗڠḘ͈̻̑̓͘͜ࡄݪٛȫ

30年の伝統あるミニ・ミュンヘンはじめドイツ内
だけでなく各国に広がっているこどものまち。
日本で第二回の世界会議が開かれることは
世界に日本でもこどもの参画を一生懸命進め
ŤŰŮŮŦŵ
ていることをアピールすることになると期待
しています。
これを契機にこどもの参画により
多くの人が関心をもち
「子どもに優しい都市」
（ユニセフプログラム）の実現に自治体が取り組む
ことを期待します。

副実行委員長

事務局長

中村桃子momoko nakamura

ȪηΣ̯̩ͣই৪ȫȁ

この大会の実現はミニヨコ市長の選挙公約が始まり、
と言うところ
がとてもワクワクするところです。
子どもたちに負けずに、大人も自分たちのまちでイキイキ主体的
に生きられるよう、
日本と、世界中のこどものまちの子どもたちから
学ぶチャンスですね！
！たくさんの方がた（子どもも、大人も）
と未来
を語れることを楽しみにしています。

U-19実行委員長

minicityplus@gmail.com

岩室晶子akiko iwamuro

ȪŏőŐ༹૽ηΣΏΞͻȆίρΑ໗ၑমಿȫ
はじめて07年に横浜でミニヨコを開催してから、大人の私
たちも、遊びながら、
こどもたちとまちをつくってきました。
横浜開港150周年の節目に日本中、世界中
から
「遊びの大好きなこどもと大人」が集ま
るEXPOの開催にぜひ積極的に関わって、
一緒に楽しみませんか？
キミがいないとこのまちははじまらないんだ！

三浦絢佳ayaka miura

ȪηΣπΧζΏΞͻঌಿȆߒᚧఱࣞڠ൝ࢷڠĳාȫ
ドイツのミニミュンヘンとベルリンでの第一回こどものまち世界会議に行くという夢が叶いました。
来年は横浜で日本中、世界中のこどもたちと、未来のまちづくりについて語り合えることが楽しみです。

こどものまちＥＸＰＯ(MiniCityEXPO) 2009 in Yokohama 実行委員会
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役職

氏名

所属

実行委員長

三輪律江

横浜国立大学准教授、NPO法人ミニシティ・プラス 理事長

副委員長

中村桃子

こどもがつくるまち研究会(ミニさくら)

事務局長

岩室晶子

NPO法人ミニシティ・プラス 副理事長

渉外

みえけんぞう

こどもがつくるまち研究会(千葉大学特任教員)

渉外

渡慶次康子

市川子ども文化ステーション（ミニいちかわ）

渉外

新谷義男

ＮＰＯこどものまち（ミニさくら）

監事

卯月盛夫

早稲田大学芸術学校 教授

監事

内藤裕子

まちとこどもの環境研究所・代表

顧問

木下勇

千葉大学 教授

事務局

NPO法人ミニシティ・プラス（ミニヨコハマシティ）

U-19実行委員長

三浦絢佳

ミニヨコハマシティ市長（高校２年）

U-19副委員長

山本香菜子

ミニさくら市民（高校３年）

U-19事務局長

中絢音

ミニヨコハマシティ市民（高校３年）

共催

横浜市こども青少年局

協力団体
イベント会場提供
財団法人 横浜開港150周年協会
プログラム参加（予定、順不同）
Deutsche Kinderhilfswerk e.V.（ドイツ連邦児童救済事業協会、フェッツシティ・ベルリン）
Kultur&Spielraum e.V.（文化と遊び空間、ミニミュンヘン）
（特非）こども盆栽 （ミニ大阪）
ミニ★大阪実行委員会 （ミニ★大阪）
ＮＰＯ四日市こどものまち （こども四日市）
（特非）子ども＆まちネット （キッズタウンなかむら）
（財）名古屋都市センター （だがねランド）
（特非）こどもＮＰＯ （ピンポン横丁）
田園調布学園大学 （ミニたまゆり）
（特非）こどもと文化協議会・プラッツ （ミニたちかわ）
武蔵野けやきコミュニティセンター （むさしのミニタウン）
板橋区・社会福祉協議会 （キッズタウンいたばし）
（特非）市川子ども文化ステーション （ミニいちかわ）
ＮＰＯ子どものまち （ミニさくら）
子ども未来フォーラム （仙台・こどものまち）
（特非）高砂キッズ・スペース （こどものまち・高砂）
（特非）宝塚ＮＰＯセンター （ミニたからづか）
ＮＰＯ高知市民会議 （とさっこタウン）

