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ゆりの木通りの取り組み
［こだわり商品の取扱個店の増加］滞在型ワークショップ・セミナー ･････････
［商店街の“こだわり”を伝える情報発信］三種のインフォメーション･･･････････
［新しい価値創出のための体制づくり］ゆりの木ネイバーズデイ････････････････

本書は、今年度ゆりの木通り（田町東部繁栄会、事業協同組合浜松ショッピングセンター）で行われた平成

26年度トライアル実行支援事業を料理に見立てて、レシピコーナーを設けた料理本形式でご紹介

しています。とは言え料理と違い、まちづくりでは取り組みの目的やその下地となっている商店街

の状況などを理解した上で行なうことが大切です。そこで、前半にゆりの木通りの概要や事業概要

と事業過程で必要となるポイントをまとめ、後半で行なった取り組みをまとめています。

レシピコーナーを参考にゆりの木通りで行なった取り組みを実施するのも良し、本文からゆりの木

通りについて深く知るも良しな1冊になっています。

本書の使い方
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　商店街に出店する店舗の新陳代謝は、ここ1，2 年

で目に見える形で起こっており、2013 年初めから 2014

年 4月までに小売店 6 店舗を含む12 軒が新たに出店

している。

　ゆりの木通りでは、上記の 2 商店会が協力しながら、

商店主を主体とした活動をいくつか行なっている。

　「ゆりの木通り

手作り品バザール」

は、年に１回行わ

れる手作り品のみ

を扱った雑貨市で、

2008 年から始まり

今年度で 7 回目と

なる。実行委員会形式をとり、２商店会から商店主が

集まり運営している。毎年、出店店舗が 150 組程集まっ

ている。

　また「ゆりの木 de ノスタルジー」は創業 100 年以

上の店舗が 13 軒も存在する当商店街の特徴を活かし、

商品ではなく蔵に眠っている物や店主が趣味で集めた

昔の物をショーウィンドウに展示し、いつもとは少し違っ

た商店街を来街者に楽しんでもらうイベントとなってお

り、昨年で 6 回を迎える。

　それ以外にも、それぞれの商店会が単独で行なって

いる取り組みもあ

り、通りの東側に

あたる田町東部繁

栄会は、「お花見

の会」、「十三夜の

お月見会」をそれ

ぞれ 4 月と 9 月に

開催し、竹笛演奏会や能公演といった風流な催しと甘

酒でもてなし、商店主・常連さん・地域住民の交流を

図っている。十三夜のお月見会は 2006 年に始まり、今

年で 9 回目。花見の会は、2007 年より毎年開催され、

今年は 8 回目となっている。

　以上のような文化的な取り組みに加え、近年では飲

食店の増加が見られる中心市街地の将来を危惧し、物

販店が出店できる基盤をどのように整備するかを模索

した「物販店ウェルカムキャンペーン（㈱全国商店街支

援センター平成 25 年度自主取組み提案事業）」に取り

組み、商店主はじめ不動産・銀行・行政の方 と々話し

合いの場を持つことで買回り品を中心に扱っている商

店街としての特徴をより確かなものにする仕組みを考え

ている。

　ゆりの木通りは、2 つの大きな特徴を持っている。

◯商品知識やネットワークを持った商店主

　創業 100 年を超える13 店舗の老舗をはじめ、商

店主がこだわりを持って集めた商品を扱う店舗が多

いため、深い商品知識に基づいた満足できる買い物

やお客さんのニーズに合った商品を提供出来る。

◯ゆりの木通りに関わる多様な人材

　これまでにイラストレーターの友野可奈子氏や建

築家の大東翼氏や彌田徹氏、グラフィックデザイナー

の桑田亜由子氏、アートディレクターの鈴木一郎太

氏、アーティストの深澤孝史氏や吉田朝麻氏、劇団

の絡繰機械 ‘ｓ、静岡文化芸術大学の磯村克郎教

授や早稲田大学箸本健二教授など多くの人に加え、

近隣の大学生、高校生、留学生などが当商店街を

舞台に展示や街歩きや調査等の様々な活動を行って

きた。その活動は、2008 ～ 2013 年までの間に約

100 にのぼり、ゆりの木通り主催で行なうイベント数

を大きく上回っている。また、その多くは一過性の

ものではなく、継続的に行われたり、主催者が違っ

た形で商店街と関わったり等、商店街と繋がりを持

ち続けている。

　こういった人達は商店街で店舗を構えているわけ

ではないが、商店街にとって重要な人材となっている。

　静岡県浜松市にあるゆりの木通りは田町東部繁栄会

と事業協同組合浜松ショッピングセンターの 2 つの商

店会で構成された商店街で、東海道筋に位置している。

浜松市が制定する

都市再生緊急整備

地域の最北端に位

置しており、その

中核である JR 浜

松 駅から徒 歩約

10分である。JR浜松駅には、遠鉄百貨店の本館と新館、

アクトシティ浜松が隣接している。

　同地域内の鍛冶町には複合施設「ザザシティ浜松」

が 2001 年にオープンしている。ザザシティ浜松からは

徒歩約 5 分に位置している。

　また、車で 20 ～ 30 分の郊外には大型ショッピング

センター（イオンモール浜松市野店／イオンモール浜松

志都呂店）が東西それぞれに 1 箇所ずつ計 2 箇所ある。

しかし、そのどの施設も当商店街とは購買層が異って

おり、商店街の集

客との関係が薄く、

商店街が積極的に

特徴を活かした活

動に取り組んでい

る状況である。

通りに面 する 60

数店舗の内、古く

は徳川家康が浜松

に入城する以前か

らの企業 1 社を含

め、江戸時代から

続く店舗 3 軒、明治期創業 10 軒と伝統のある店があ

る。一方、メンズセレクトショップなどトレンドを扱う店

も 20 数年前から多数軒を並べる。

　店舗の構成は、全国チェーンの店は、コンビニ1 軒

のみで、それ以外は地元の店で占められている。生鮮

三品や惣菜などを扱う店は皆無に近く（青果店は主に

病院や企業の食堂に素材を提供）、買回り品・専門品

中心の好きなものを買い求めに訪れる商店街である。

ゆりの木通りについて

商店街の概要

商店街の取り組み

商店街の特徴

浜松駅

東海道

アクトシティ浜松

遠鉄百貨店ザザシティ浜松

ゆりの木通り商店街

田町東部繁栄会事業協同組合浜松
ショッピングセンター

十三夜のお月見会

手作り品バザール

ゆりの木通り
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では、より多くの人に知ってもらう媒体として HP を開

設しているが、システム上の問題で更新が出来ず、発

信したい情報を満足に発信できずにいた。今回の事業

では、システムを含んだ大幅なリニューアルをすること

で、より管理のしやすい HP を制作した。これらの 2

つは、情報の深度

としては深いが間

口が狭くなってしま

うものと間口は広

いが情報が表面的

なため本来知って

もらいたい事が伝

えきれないものと

なっていた。そこ

で、その中間とし

て、商店街を訪れ

た人に、少し深く

商店街を知っても

らうための媒体とし

てカード形式の個

店紹介ツールの制

作を行なった。

　最後に、「新しい価値の創出のための体制づくり」を

目的とした取り組みである。近年の活動の影響もあっ

てか、ここ1,2 年で新規の出店が増えており、商店街

が新陳代謝している。一昔前までは商店会に所属する

意義は今よりあったかもしれないが、ある種形骸化して

しまったかのようなイメージのある商店会には、新規で

出店してきた比較的若い世代の店主は、入会しないこ

とが多い。こういった状況が加速すると10 年も経たな

いうちに商店会は維持するのが難しくなることが予想さ

れる。こういった時代の流れを社会状況として甘んじて

受け入れるということもあるかもしれないが、東日本大

震災の際に、商店街にコミュ二ティが残っていた事で

復旧が早かった事が示しているように、横の繋がりを作

り、生活しやすい環境を整えておく必要は確かにある

と考えられる。新

規出店者を巻き込

みながら、商店街

全体で暮らしやす

い環境を作るため

の一環として、ゆ

りの木ネイバーズデイを開催した。

　先に述べた 3 つの取り組みはそれぞれ独立した事業

のようではあるが、専門的な知識を扱う特徴を活かし

た新たな価値を持った商店街の形成を目標とする中で

はどれも大事なものとして、大きく関連している。例え

ば、個店としてどんなに魅力を持ったとしても、情報が

発信されていなかったり、他店からの紹介がなければ

波及効果が薄いように、あるいは情報がどんなに上手

く発信されていても、実態として魅力を備えていなけ

れば再び訪れてくれる人がいないことは容易に予想さ

れる。3 つをバランスよく取り組むことで、より持続性

を持った商店街が形成される。

　本事業の体制は、田町東部繁栄会と事業協同組合

浜松ショッピングセンターを特定非営利活動法人静

岡県西部地域しんきん経済研究所が支援機関として

サポートするのが基本的な体制である。事業全体は

商店会の構成員と支援機関からなるプロジェクトメ

ンバーが主導で運営しているが、各取り組みの細か

な企画はワーキンググループによって計画している。

ワーキンググループには、プロジェクトメンバーな

どの商店会の構成員とともに、適時バックアップメ

ンバーとして商店街で活動しているアーティストや

デザイナー、NPO 団体や行政団体に協力をしても

らっている。

　それによって、情報発信などにおいて商店街に不

足がちな専門的な知識や技術を補うものとする。

　ゆりの木通りの現状を考慮し、その特徴を活かしな

がら商空間として新たな価値を持った商店街を形成す

るために、3 つの活動を軸に事業に取り組んでいる。

　まず、「“ こだわり ” の商品を取り扱う個店の増加」

を目的とする取り組みである。主な内容は、製品づ

くりにこだわりを持った作り手（＝職人）に制作し

た製品とともに商店街に滞在してもらい、作った製

品の展示や製作過程で心がけていることや製品の原

料の特性などを話

してもらったり、

職人指導のもと製

品を制作できる機

会を創出するもの

である。主に商店

主を対象にしたも

ので、製品を売るプロである商店主が、作るプロで

ある職人の知識、技術、思いを知ることや体験を通

して、より深い理解のもと商品の提供を行なうため

の一助となる。一方で、展示や WS という来街者の

目にも触れる機会の創出は、ゆりの木通り自体が専

門的な知識や技術を伴った製品を取り扱う商店街だ

という周知にも繋がる。

　次に、「“ こだわり ” の商品を取り扱う物販店が多

い商店街としての情報を発信」を目的とした取り組

みである。情報発信の方法を、情報発信の間口の大

きさと情報の深さによって大きく 3 つに分け、それ

ぞれに適した媒体の整備を行なった。深い知識や個

性をもっている商店街の特徴を感じるためには、店

舗に入り、店主と話をするのが最も効果的である。

しかし、本当に用がないと入りづらいといった声も

あるように魅力を感じてもらうためには、高いハー

ドルがある。そこで最初の機会を与えるきっかけと

してのガイドを伴ったツアーを行なった。ガイドツ

アーでは少数の人数しか対応できないため、商店街

事業概要

事業の概要

取り組みの関連

事業の体制

“こだわり”商品の取扱個店の増加

商店街の
“こだわり”を伝える

新しい価値創出の
ための体制づくり

ゆりの木通り

（土壌）

（種まき）

（環境）

店の “ こだわり ” を語る店主（田中屋）

街中ガイドツアー

リニューアルした商店街のホームページ

個店紹介ツール「ゆりの木のヒミツ」

ゆりの木ネイバーズデイ

新たな価値を持つ商店街を
形成させるための 3 つの柱
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プロジェクトメンバー

セミナールーム 黒板とキッチン
会議次第

第 2回企画書

ネイバーズデイ関連資料

第1回滞在型 WS報告書
第1回街中ガイドツアー報告書

カレンダー

お茶

◯プロジェクトメンバー以外との情報共有

　基本的には、田町東部繁栄会と事業協同組合

浜松ショッピングセンターの商店会に参加し、

前月に行なわれた事業の報告とその月の事業の

紹介を行なった。

《田町東部繁栄会の商店会の日程》奇数月：第

2 火曜日／偶数月：第１月曜日

《事業協同組合浜松ショッピングセンターの商

店会の日程》…毎月第 1 月曜日

　また、ゆりの木ネイバーズデイや個店紹介

ツールやホームページなどの事業に関しては、

イベント開催から 1,2 週間前と前日にお知らせ

を入れるなどを行なった。

● プロジェクトメンバーミーティングでは、本事業

の意図や商店街の将来像、取り組んでいるメンバー

の個人的なモチベーションを話すことで、ミーティ

ング内の意見が活発に出るようになった。また、

イベントの参加にも積極性が現れた。
● 商店会で毎月プロジェクトの報告や次回の報告を

行なうことや各イベントで各個店に話しをするこ

とで、イベントへの参加度が上がった。

プロジェクトメンバーには、3日前位

に会議の日程確認と会議次第を配っ

ておきます。

当日は、会議が始まる15分程前にセ

ミナールーム黒板とキッチンに行き、

報告書、企画書及び関連資料を5部

用意します。お茶は参加者が来たら、

適時入れましょう。

まずは、先月に行なった街中ガイドツ

アーと滞在型WSを報告書をもとに、
報告します。

報告で問題がなければ、企画作りに

移ります。強引な進行は避け、話し合

いの中で良いアイデアが出るように進

めていきましょう。

メンバーの一人から「そもそもなんの

ために行なっているのか」と質問が出

たら、事業の目的やその先にある商

店街像をきちんと説明しましょう。

その後、他のメンバーの考えを聞き、

きちんと議論を行ないます。そうする

とその後の企画の話などでは活発な

意見が得られます。

意見をまとめ企画の大枠が出来たら、

メンバーに仕事をお願いしましょう。

本筋を共有したことで役割分担もすん

なり決まります。

　共有活動は、今年度商店街で取り組んでいる本事

業を共有していくための取り組み。これはイベント

を行なうものではなく、事前にプロジェクトの企画

や意図をプロジェクトメンバー内や、プロジェクト

メンバー以外の店主に対して情報を共有する取り組

みである。プロジェクトメンバーに対しては、プロ

ジェクトメンバーミーティングを平均して月に１～

2 回行なった。またプロジェクトメンバー以外の商

店主に対しては、毎月行なわれる 2 つの商店会の会

合で事業の進捗等を話す機会を設けた。このような

共有によって、少しずつではあるが、次回の企画へ

の参加や事業自体の意図を理解してもらい、これか

らの取り組みに繋げていくことを目的とした。

　共有活動は、プロジェクトメンバーの内部で行な

うものと、プロジェクトメンバー以外の商店主に対

して行なうものの 2 種類ある。

　プロジェクトメンバーは、商店街にある 2 つの商

店会からそれぞれ 2 人ずつ若い商店主が参加してお

り、実行委員会形式をとっていた。新規出店者も含

めて構成されているため、多くのメンバーは以前に

商店街活動への参加経験が少なく、打合せなどの際

に、少々困惑していた。こういった各々の戸惑いを

打ち消したのは、メンバーの「そもそもなぜこの事

業は行なっているのか」という一言であった。この

言葉に集約されているように、大筋として事業自体

は理解していても、その意図やこれを行なった先の

商店街像に関する共有は、不十分だった。

　プロジェクトメンバーの中でも共有が難しいとい

うことは、プロジェクトメンバー以外への商店主に

とってはなおさらである。まして、ゆりの木通りは、

田町東部繁栄会と事業協同組合浜松ショッピングセ

ンターの 2 つの商店会で組織されている。この 2 つ

の商店会は、イベントの際にはそれぞれに所属する

商店主からなる実行委員会を組織することによって

協力体制をとっているが、それでも互いの商店会の

運営に対する干渉は出来ないため、プロジェクトメ

ンバーからの情報伝達をどのようにするかはプロ

ジェクトスタート時から問題となっていた。

　事業をスムーズに、より主体的に取り組んでいく

ため、またプロジェクトメンバーだけではなく商店

街全体として事業に向き合うために共有のための試

みが必要であった。

◯プロジェクトメンバーミーティング

共有活動

5人

1つ

5部

5部

5部

5部

5部

5部

5 つ

※①

※①複数の企画の日
程調整を行なう

際には、みんな

が同時に見るこ

とが出来る資料

を用意します。

材料

プロジェクトメンバーミーティング のつくり方

1

2

3

4

5

6

7

【第１回】PJ ミーティング
日時：平成 26 年 7 月 28 日（火）20:00 ～ 22:00

【第２回】PJ ミーティング
日時：平成 26 年 8 月 21 日（木）20:00 ～ 22:00

【第３回】PJ ミーティング
日時：平成 26 年 9 月 5 日（金）20:00 ～ 22:00

【第４回】PJ ミーティング
日時：平成 26 年 10 月 4 日（土）20:00 ～ 21:30

【第５回】PJ ミーティング
日時：平成 26 年 10 月 24 日（日）20:00 ～ 21:30

【第 6 回】PJ ミーティング
日時：平成 26 年 12 月 11 日（木）20:00 ～ 21:30

【第 7 回】PJ ミーティング（予定）
日時：平成 27 年 2 月 22 日（日）10:30 ～

※場所は全てセミナールーム黒板とキッチン

共有活動とは

共有活動の概要

共有活動の効果

共有活動の背景と目的

ゆりの木レシピプロジェクトメンバー

プロジェクトメンバーの構成と役割

プロジェクトの企画・情報共有

商店会

事業協同組合浜松
ショッピングセンター

田町東部繁栄会

情報共有
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　ゆりの木通りでは、2008 年から実行委員会形式で

「ゆりの木通り手作り品バザール」を運営している。手

作り品バザール自体は年に 1 度開催する雑貨市だが、

その準備などと商売の両立で実行委員会の商店主は

大変苦労している。それに加え、今年度から開始した

当事業も実行委員会形式で行なっている事もあり、商

店主が中心に行なう事業が増え、商店街活動に多く

の時間が割かれる事も予想される。そこで、調査を通

じてイベントの運営を見直す事で、より活動をしやすく

することを目的としている。

● 毎月1 回のペースで行なっている五六市の運営を行な

う方から事業の意図や進め方を実際に伺うことで、継

続的な活動の持つ力を実感し、更なるバージョンアッ

プのきっかけとなった。
● 自分たちを行なっている取り組みの意義の再確認と

なった。
● 自分たちの取り組みとは少し異なる取り組みを知るこ

とで、新たなアイデアのきっかけが出来た。

　本委託事業では、企画の大枠は事業提案の段階で

ほぼ決まっているが、企画の細部は進めながら改変

が可能である。事業提案で企画されたものが、ミー

ティングで様々なメンバーと話をしていくうちに少

し違った展開が生まれていくのも企画の醍醐味であ

る。

　本事業での企画の多くは、プロジェクトメンバーに

よってだけ決められた企画ではない。企画の細かい内

容は、商店街に関わるアーティストやデザイナー、時

にはゲストとして招く専門家にも協力してもらい、ワー

キンググループと呼ばれる少数精鋭の組織によって決

められている。

　それぞれの会議を「プロジェクトメンバーミーティ

ング（PJmtg）」と「ワーキンググループミーティング

（WGmtg）」として区別し、PJmtg では、企画の目的、

概要、開催時期の目処、概ねの予算規模とWGmtg

で企画されたものの承認などが行なわれ、WGmtg で

は、日時、準備物、当日の運営方法、当日までのスケ

ジュールなどの企画の具体的な詳細が主に話し合われ

る。また、企画意図を汲んだ上での企画内の小企画

や企画の目的そのものも話し合われることもある。

　バックアップメンバーのような商店街の外部の人の

視点や意見を取り入れることが出来る枠組みを持ちつ

つ、事業が展開されている。

● アーティストやデザイナー等との協同によって、思い

もよらなかったアイデアや客観的な意見が得られる。
● 事業を通して新たな人材との接点が出来る。

企画

企画とは

ゆりの木通りでの企画作りにおける体制

外部のメンバーと行なう企画の効果

ワーキンググループの構成と役割

ワーキンググループ
企画の詳細（日時、準備物、当日までのスケジュールなど）

企画内の小企画など

プロジェクトメンバー
企画の目的、概要、開催時期の目処、
予算規模、WGmtg での企画の承認等

数名

バックアップメンバー
・支援機関　・アーティスト　・デザイナー 　等

数名

PJmtgによって、街中ガイドツアーの
目的に沿って、テーマを持ったガイド

ツアーの実施を決定します。

テーマ型ガイドツアーを開催するにあ

たって、PJメンバーの中からWGを
組織し、テーマ、日時、ガイドにお願

いする人等を決定し、ツアー中に立ち

寄れると良い店舗の候補を数店舗選

定します。

WGで話し合われた内容を企画書に
し、ガイドとなる犬飼沙絵さんの資

料とともに PJmtgで提案します。
PJmtgで承認をもらえたら、協力店
舗とガイドさんへの打診を企画書をも

とに行ないます。

ガイドの承認がとれたら、ワーキング

グループに入ってもらい、企画内であ

ると良い小企画や当日のスケジュール

をねります。

最後に、小企画や当日のスケジュール

などを PJmtgで提案し、了承がとれ
たら企画作り完成です。

※① 6人

※② 1人

1台

5部

沢山あると良い

PJメンバー
バックアップメンバー

パソコン

第 2回街中ガイドツアー

（テーマ型①）企画書

アイデア

材料

企  画  ～街中ガイドツアー・テーマ型②編～ のつくり方

1

2

3

4

5

6

※①内 2人はWGメンバーとしても活動
※② WGメンバーとして

ゆりの木レシピ

参加メンバー：

日時：

場所：

協力：

織田里香、大石麻衣子

鈴木安彦、彌田徹 ( 支援機関 )

平成 26 年 12 月14 日( 日 )

京阪電鉄「枚方市駅」～「枚方公園駅」の

枚方宿くらわんか五六市会場（大阪府枚方市）

枚方宿くらわんか五六市実行委員会

　事業を行なうにあたって、調査は企画を考える一つ

のきっかけや自分たちの事業を客観的にみる機会とし

て、とても大事なものである。調査の方法は、実際に

地域を訪れ現状を見るものからインターネットや本を

活用して調べるものまで様々ある。当商店街では今回

の事業を取り組むにあたって、2 つの調査を行なった。

1つは、商店主が商店街活動と商売をどのように両立

しているのかを、当商店街と同様にマーケットを積極

的に開催している地域を訪れ、実際のイベントを見学

した後に、運営を行なっている実行委員会の方に質問

と意見交換を行なったもの。

　もう1つも、昨年度から先行して行なっている地域

を訪れ、行なっている事業の内容や進め方などを運営

している方とのヒアリングを通して、調査を行なった。

調査

調査とは

目的 概要

　枚方宿くらわんか五六市調査 マーケットを積極的に開催！

効果
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枚方宿くらわんか五六市の実行委員

会の方に、調査依頼をメールで申し

込みます。

調査の了承が来たら、調査メンバーで

調査したい事項をまとめ、質問リスト

を作ります。

当日は朝早く出て、移動時間の際に

調査の手順を確認します。着いたら、

準備の段階から現地を見学します。

各自持参したカメラで気になった箇所

を記録しておきます。この時、参加し

ている人と話をして、参加者目線の意

見も聞いておきましょう。

見学したら、実行委員会の方に質問

リストと現地で気づいたことをもとにお

話しを伺います。目に見えていない裏

側等を聞けると特にためになります。ゆ

りの木通りの事も知ってもらえるように

そっと資料を手渡しましょう。

ヒアリングを終えたら、再度話をもと

に現地を見学します。最後は、五六

市自体を楽しんでもオッケーです。

調査の後日、黒板とキッチンで報告

会を行ないましょう。調査で得た情報

の共有を行ないます。

4人

7部　

7部

7部

4台

1つ

調査メンバー

調査企画書

ゆりの木通り資料

質問リスト

カメラ

セミナールーム黒板とキッチン

※①

※①メンバー分含む　※②携帯カメラ可
▼質問リスト

※②

材料

「枚方宿くらわんか五六市」調査 のつくり方

1

2

3

4

5

6

7

ゆりの木レシピ

　先進事例研修は、事業 1 年目の地域が 2 年目となる

地域を訪れ、進め方などのヒントを得る事が目的となっ

ている。事業を行なっている各地域が集まる中間発表

会の際にその取り組みの1つがゆりの木通りで行なう

事業に合致し、取り組む人の年代もプロジェクトメンバー

と近かった地域として、広島県府中市の府中本通り商

店街を研修対象に選定した。事業の進め方を知るのに

合わせて、周辺の状況が違っている中、同様な内容に、

近い年代の方々がどのような狙いを持って取り組んでい

るのかを知ることが目的の1つとなっている。

● 中間発表会からだけでは、分からなかった街の特徴

を掴むことが出来、当商店街のことを考えるきっかけ

となった。
● 自分たちの取り組みと共通している部分の将来的な

展望を体験できたとともに、初年度に力が入りすぎ

持続性を考慮すると過剰な部分などを聞くことが出

来、今後の参考となった。

参加メンバー：

日時：

場所：

協力：

鈴木基生、間渕公彦 ( 支援機関 )

彌田徹 ( 支援機関 )

平成 27 年 1 月 9、10 日( 金、土 )

府中本通り商店街（広島県府中市）

府中まちなか繁盛隊、

NPO 法人府中ノアンテナ

概要

効果

目的

　先進事例研修

広島県府中市

トライアル実行支援事業

ゆりの木通りの取り組み
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気になることがあったら、思い切っ

て聞いてみましょう。

90分経った所で、中締めとします。

気になることがあったら遠慮をせず

に、講師のお二人に質問しましょう。

包丁の展示を見てもらい、改めて包

丁の魅力を感じてもらいましょう。

滞在型 WS・セミナーは、商品を作る人（＝職人さん）

に商品が売られる場に滞在してもらいながら、作られ

る過程を含めて通りへの来街者に見て、体験して、知っ

てもらうもの。展示とワークショップとセミナー（第 3

回より座談会）といった異なる次元で関わることが出

来る場を用意した。それらを通して、各個店が作り手

とのコミュニケーションをとり、より一層深い知識を得

たり、別の角度から商品を考え、“こだわり”の商品を

扱っていることへの自負やそれを深めることに繋がって

いる。

　ゆりの木通りでは、長い歴史を持っている店や、少

年時代から憧れていた商品を大人になった今取り扱う

ような、専門性の高い思い入れのこもった商品を提供

する店が、その大半を占めている。

　よって「なぜそれを売るのか？」に対する確固たる信

念の存在が、ゆりの木通りの特徴といえ、デパートやロー

講師の方の話に相槌を入れるかのように、
参加していた商店主の方から質問が出て、
講義ではなく、まるで座談会のように。

ハンドワークとりいギャラリーの店員

さんと場所の動かせるものや借りるこ

とが出来るものなど使用条件を確認

します。

包丁を展示する場所を、ショーウィン

ドウに面した棚に決め、毛氈を敷き

ます。

展示品となる本焼き包丁 1本、鰻割

き包丁各 1本、魚包丁各 1本を毛氈

の上に並べます。この時、棚に平行

にしたり、間隔を上手にとることでよ

り魅力的な展示となります。

展示品の前にキャプションを置き、棚

に透明プラスチック板をネジで留める

ことで、来場者が展示に触れないよ

うにします。

ショーウィンドウに展示用タイトルを

貼り、入口付近にチラシと堺打刃物

協会の資料を置いたら完成です。

会場にテーブルと参加人数分の椅子

を配置します。参加者が来たら、芳

名帳に記名してもらいます。

講師のお二人に包丁の製作過程見本

を使いながら、堺打刃物の製作の過

程をお話していただきます。この時、

ドサイド店・ショッピングモールのようなマーチャンダイ

ジングを重視した流通との際立った相違点であると言え

る。

　この特徴があってこそ、ある一部のお客様に、他で

は替え難い満足を感じてもらえ、心豊かな人生を支え

る一助となっている。

　こうした使命は、日々の必需品である食品など最寄り

品を扱う商店街が、買い物弱者の問題に真剣に取り組

むように、ゆりの木通りが担うべき役割として果たさな

くてはならないものである。しかし、その差別化がで

きているとは言い難いのも事実である。

　差別化には、各店舗が自分たちの特徴をきちんと認

識しつつ、それを深めながら、お客様に上手く伝えて

いく必要がある。

　一方、作り手の現状では、こだわりを持って作った

商品が市場に出回りづらい状況が起きている。特に、

流通経路の中で疲弊している問屋や各地の地場産業の

衰退が顕著で、国産の材料を使った仏壇を提供したい

と思っている商店主がそれの入手が難しくなっているよ

うに、ゆりの木通りの商店の多くが品物の入手に困難

滞在型ワークショップ・セミナー

滞在型 WS・セミナーとは

滞在型 WS・セミナーの背景と目的

こだわり商品の取扱個店の増加

第２回滞在型 WS・セミナー「打刃物」 のつくり方

作り方

作り方

展示 セミナー

1つ

適宜

1本

各 1本

各 1本

各１枚
1枚

1つ

7本

1枚

適宜

適宜

1つ

11脚

1台

1台

1つ

適宜

1本

ハンドワークとりいギャラリー

毛氈（もうせん）

本焼き包丁

鰻割き包丁（5種類）

魚包丁（金魚型／ふぐ型）

各種キャプション

透明プラスチック板

インパクトドライバー

ネジ

展示タイトル

チラシ

堺打刃物協会資料

セミナールーム黒板とキッチン

椅子

テーブル

包丁展示台

包丁の制作過程見本

芳名帳

ボールペン

材料 材料

ワークショップ

44個

2機

30kg程度
2台

2本

各 1機

15本

15本

1台

釜用煉瓦（2基分）

ドライヤー

木炭

鍛冶台

鍛冶金槌

砥ぎ機（荒い／細かい）

名入れ刀

金槌

カセットコンロ

材料

1

1

2

2

3

3

4

4

5

ゆりの木レシピ

① 職人さんからの手順の説明

② 鉄を炭火で熱します。

③ 金槌で鉄を伸ばします。

④ 焼入れをして、鋼を定着させます。

⑤ 包丁に自分の銘を切ります。

⑥ 研ぎ機で、刃を研ぎます。

⑦ 柄をつけたら、完成です。
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フリースペース hachikaiに丸椅子を
演奏者用に折りたたみ椅子を観客用

に配置し、ストーブは均等にあたたま

るように、スタンドライトは舞台照明

となるように配置します。また、この

時会場へ予め配っていたチラシを使

い誘導しましょう。

ゆりの木能舞台にも、事前にござや

座布団を並べ、赤い毛氈を敷き、舞

台としましょう。

開演前にストーブを付け、観覧者が

来たら、ろうそくランプを渡し、演奏

を盛り上げましょう。

開演したらmonochro-モノクロ -の
お二人の演奏を楽しみます。一部を終

えたら、ゆりの木能舞台に移動します。

演奏の後、質問タイムを設け、演奏

のみではなく三味線についての理解

が深まったら完成です。 会場にテーブルと参加人数分の椅子

を配置します。芳名帳は参加者が来

次第記名してもらいます。

講師の渡辺さんに実物を使いなが

ら、三味線に用いられる材料の特徴

や構法、製作の過程をお話していた

だきます。この時、気になることが

あったら、思い切って聞いてみま

しょう。

90分経った所で、中締めとします。

気になることがあったら、会場にあ

る三味線や素材を見ながら、講師に

質問しましょう。

座談会

1本

2個

1本

1式

適宜

1セット

1つ

1台

15脚

適宜

1本

棹

胴

棹用原木

胴用原木

各種皮

練習用の三味線

セミナールーム黒板とキッチン

机

椅子

芳名帳

ボールペン

材料

を感じている。しかし、本来、通りの個店が担うべき

存在意義を揺るがす事態の中、単独の商店のみの力で

はそこに変化を起こすことに限界を感じ、手をこまねい

て状態である。

　お客様に伝わりにくい買い物スタイルが一般的になっ

てしまっている中で、ゆりの木通りの商店主の持つ知識

や技術や作り手とのつながりが、現状を甘受せず打破し

ていこうとする試みは商店街という「集団」で励まし合っ

て挑んでいかなくては、到底達成できないと考えられる。

　以上のような、ゆりの木通りの根幹となる特徴をきち

んと認識し、さらに研鑽するため、将来的に厳しくなる

と予想される状況に対して、わずかでも可能性を残す

ための最初の一歩として歴史的な積み重なりやこだわ

りを持った作り手とのつながりを持ち、個店としての魅

力を磨くきっかけとする。

【第 1 回滞在型 WS・セミナー】 テーマ／職人さん

【第２回滞在型 WS・セミナー】テーマ／堺打刃物

日時：
会場：
講師：

展示期間：
セミナー日時：

WS日時：
会場：

講師：

2014/8/7/ 木 19：00 ～ 21：00
セミナールーム 黒板とキッチン
小野恵美子 [EMK デザインスタジオ]

2014/10/25 土～11/2/ 日
2014/10/25/土 19：30 ～ 22：00
2014/10/26/ 日 10：30 ～15：00
ハンドワークとりいギャラリー（展示）
フリースペース haichikai（WS）
セミナールーム 黒板とキッチン（セミナー）
池田美和／笠原重廣

【第３回滞在型 WS・セミナー】テーマ／三味線

展示期間：
セミナー日時：

WS( 演奏会 ) 日時：
会場：

講師：

2014/11/9/土～11/16 日
2014/11/14/ 金 19：30 ～ 21：00
2014/11/15/土 19：00 ～ 21：00
ハンドワークとりいギャラリー（展示）
フリースペース haichikai(WS( 演奏会 ))
セミナールーム 黒板とキッチン（セミナー）
渡辺勇樹 [ 東亜楽器株式会社 ]
鮎沢京吾 [monochoro- モノクロ -]
田中志穂 [monochoro- モノクロ -]

滞在型 WS・セミナーの概要

第３回滞在型 WS・セミナー「三味線」 のつくり方

ハンドワークとりいギャラリーの店員さ

んと動かせるものや借りることが出来

るものなど使用条件を確認します。

ギャラリーの全ての棚板に毛氈を敷き

ます。ショーウィンドウに面した棚には

棹や銅の原木と製作途中の三味線、奥

の棚には各種棹、駒やバチなどの小さ

く高価なものは小型ショーケースに配

置します。

展示品の前にキャプションを置き、奥の

棹が展示された棚に透明プラスチック

板をネジで留め、参加者が触れないよ

うにします。

中央の机には練習用の三味線とバチ、

チューナーを置き、チューニングをし、

いつでも弾ける状態にしておきます。

入口に展示用タイトルを貼り、チラシを

置いたら完成です。

ハンドワークとりいギャラリー

各種駒

各種バチ

各種糸巻き

棹

胴

棹用原木

胴用原木

各種皮

製作途中の三味線

（長唄用／津軽用）

練習用の三味線

各種キャプション

小型ショーケース (鍵付き )
毛氈

透明プラスチック板

インパクトドライバー

ネジ

チラシ

作り方展示

1つ

1つ

1組

24個

4台

2脚

17脚

2台

6畳分

20枚

適宜

適宜

適宜

２～ 3本

フリースペース hachikai
ゆりの木能舞台

monochro-モノクロ- ※①
ろうそくランプ

石油ストーブ

丸椅子

折りたたみ椅子

スタンドライト

ござ

座布団

毛氈

チラシ

芳名帳

ペン

材料

演奏会 作り方 作り方

1つ

それぞれ1個

それぞれ1つ

それぞれ1個

各種 1本

各種 1個

1本

1式

適宜

各 1本

1セット

各 1枚

1台

適宜

1枚

1台

7本

適宜

材料
1 1 1

2

2

2

3

3

3

4 4

4

5

5

ゆりの木レシピ

滞在型ワークショップ・セミナーこだわり商品の取扱個店の増加

職人さんの提案で、音色を体験してもらう
ために練習用の三味線を置くことに！中に
は、曲を弾けてしまうほど上手な方もいらっ
しゃいました。（店員さん談）

※①職人さんのご紹介
で、の三味線デュ
オ monochro- モ
ノクロ -さんに特
別に演奏して頂け
ました。（現在は
活動休止中）

三味線の演奏会というだけあって、着物でい
らっしゃる方や商店街イベントでもなかなか
お顔も見かけない店主さんも聴きに来て頂け
るなど、音楽の波及効果を実感しました。

日本を代表する楽器に用いられている木
が、実は日本には無い樹種だったりと三
味線のルーツを素材から説明して頂ける
貴重な機会でした。しかし、最も盛り上
がったのは皮の話。

【第４回滞在型 WS・セミナー】テーマ／江戸指物

展示期間：
セミナー日時：

WS 日時：

会場：

講師：

2014/11/22/土～11/30/日
2014/11/29/ 金 19：30 ～ 21：00
2014/11/2 月、29 土、30 日
11：00 ～12：00、13：00 ～17：00
ハンドワークとりいギャラリー（展示・WS）
セミナールーム 黒板とキッチン（セミナー）
河内素子 [ 井上木芸 ]
井上喜夫 [ 井上木芸 ]
井上健志 [ 井上木芸 ]
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展示期間：
セミナー日時：

会場：

講師：

2014/1/17/土～1/25/ 日
2014/11/29 金 19：30 ～ 21：00
ハンドワークとりいギャラリー（展示）
セミナールーム 黒板とキッチン（セミナー）
河上保子
[ 古橋織布有限会社 ] 古橋敏明 / 浜田美希

● 来場者は、作り手と直に接することで商品としての特

性や特徴をより詳しく知ることが出来る。単に見るだ

けではなく製品に関する知識も提供することで、ゆり

の木通りは専門的な知識を持った人が製品を提供し

ている場となっていることの発信となる。
● 作り手との話を通して、取り扱っているものとの共通

点や相違点を発見し、より深い理解を得ることが出

来る。
● 買い手、売り手、作り手が交わることで、それぞれの

思いもよらない発見につながる。

● 今年度関わりを持つことが出来た職人さんとの商売

上の連携など持続的かつ発展的な関わり
● ゆりの木通りの個店と関わりを持つ新たな職人さんの

掘り起こし
● 地場で取れる素材を使っているなど特徴的な産業の

仕組みの中で製品を作っている職人さんとの連携　　　　　　　　　　　　　　

などなど

今後の動き滞在型 WS・セミナーの効果

滞在型ワークショップ・セミナーこだわり商品の取扱個店の増加

す。豆鉋を使って、原型を15 ～ 20

分ほどかけて形を整えます。この時、

木材の木目や力加減に注意しましょう。

形が出来上がったら、紙やすりで更

に滑らかにし、ロウで保護したら完

成です。大切に使いましょう。

会場にテーブルと参加人数分の椅子

を配置します。芳名帳は参加者が来

次第記名してもらいます。

講師の河内さん、井上さんに道具や

材料となる木材を使いながら、江戸

指物に使われる材料の特徴や構法、

製作の過程をお話していただきま

す。この時、気になることがあった

ら、思い切って聞いてみましょう。

90分経った所で、中締めとします。

気になることがあったら、積極的に

講師に質問しましょう。

ハンドワークとりいギャラリーの机を

どかし、ビールケースと畳で作業場

を作ります。この時、長尺の布でビー

ルケースを隠しましょう。

ギャラリーの棚の全ての棚板に毛氈

を敷きます。各種展示品を棚に配置

します。用意してもらった作業道具は

作業場に置き、作業が出来る状態に

します。

河内さんに棚の制作作業をして頂き

ます。作業を見ながら、気になる事

があれば、気軽に伺います。

ショーウィンドウに展示用タイトルを

はり、入口付近にチラシを置いたら

完成です。

河内さんがいない時は、テレビを作

業していた場所に置き、作業風景や

インタビューの様子を流しましょう。

作業場の手前に長机と椅子を並べま

す。

長机の上に豆鉋／見本／作業台／チ

ラシを並べ、作業が出来る環境を作

ります。

受講者が来たら、糸巻きか筆箱のい

ずれかを選んでもらいます。

講師の方に、作り方を教えてもらいま

1台

2脚

2 つ

※① 各 1つ

適量

2 つ

2 つ

適宜

各 1人

適量

長机

パイプ椅子

作業板

見本 (筆箱／糸巻き )
筆箱と糸巻きの原型

豆鉋

ロウ

紙やすり (＃ 200)
講師 (井上喜夫さん／井上健志さん )

チラシ

※① 材料に合わせて

材料
ハンドワークとりいギャラリー

ビールケース

長尺の布

畳

椅子

継ぎ手仕口見本

作業道具

鏡台などの展示品

毛氈（もうせん）

テレビ

チラシ

作り方 作り方

作り方

展示 ワークショップ 座談会

1つ

12個

適量

3畳分

4脚

3 種類各 1つ

1式

適宜

適宜

1台

適宜

1つ

1台

9脚

適宜

1本

1台

適量

1式

1台

セミナールーム黒板とキッチン

机

椅子

芳名帳

ボールペン

河内さん作業台

豆鉋

木材見本

制作途中の棚

材料 材料

1 1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

第 4 回滞在型 WS・セミナー「江戸指物」 のつくり方

5

最も長く職人さんに滞在して頂いただけ
あって、来場者が自然と色々な質問をし
て帰っていきました。訪れていた引退し
た大工さんは、最終日に自分が使ってい
たのこぎりを職人さんに譲る光景も。

糸巻きには、角に針入れが仕込まれてい
ますが、言われないと気づかない程のこっ
そりした仕掛けです。この凄さは実物を見
ないと伝わらないんです。

比較的少人数だった事や講師が2人いらっ
しゃったことで、二手に分かれて色々な話
題が話されていました。中には、職人さん
の弟子を取る難しさについてといった商店
街の後継者問題とも共通するような話も話
題にのぼっていました。

【第５回滞在型 WS・セミナー】テーマ／織物

ゆりの木レシピ
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　ゆりの木通りには全国チェーンの店舗が 1 店舗のみ

となっており、個店として思い入れのこもった商品を提

供し、取扱商品に関する“こだわり”や深い知識を持っ

た店舗が多い。しかし、その “こだわり” や深い知識

というものは、短時間でパッと分かるものではなく、店

主と話をする中で発見されるような性質を持っている。

　一方で、高度な情報化が進んだ現在は、多くはイ

ンターネットを介して発信されている。個店ごとでは、

HP やブログを運用している店舗が多くはなっているが、

高齢な店主は対応できていない。また、通りで行なわ

ている活動をサポートする媒体を通りで持っているのも

新たな人材の誘致に役立つかもしれない。

　以上のような事に対しては、それぞれわずかばかり

でも対策として街中ガイドツアーや HP の起ち上げを行

なっているが、間口として狭すぎたり、逆に広すぎてい

ることや、店主同士が互いに紹介するような媒体とは

なっていない。通りに訪れた際に他店を知るきっかけと

なったり、気軽に紹介することが出来るための媒体を

　情報発信は、各個店の “こだわり”や “ 面白さ” を探

している人のレベルに応じて必要な情報を得る機会を

作る。情報発信の仕方は、ゆりの木通りのホームペー

ジ、個店紹介ツール、街中ガイドツアーの 3 種類あり、

ホームページ→個店紹介ツール→街中ガイドツアーの順

に情報の間口の広さと得られる情報の深さが変化してい

き、情報を探している人のレベルに対応している。今年

度は、ホームページは既存ホームページの改良を行な

い更新のしやすさを高め、より広い範囲に新しい情報が

届くようにし、新たにカード形式の個店紹介ツールを制

作した。街中ガイドツアーは、外部のアーティストと協

同して行なうものも含めて実施を行いながら、改善を行

なっている。

4枚

1本

1個

1本

1人

1組

1枚

適量

1つ

1つ

折り紙

ペン

両面テープ

ガイド用フラッグ

通訳が出来る人

monochro -モノクロ-（三味線奏者ユニット）
色紙

チラシ

書道教室

囲炉裏

ガイド用フラッグ

チラシを国際オペラコンクール事務局に配り、審査員
の方に周知してもらいます。前日までに参加表明して
もらうようにしておきます。

当日、参加者が来たら、折り紙でもみじを作り、名前
を書いて参加証とします。
市街地を歩きながら、気になる場所があった際は、気軽
に立ち寄ります。立ち寄りながらも時間は気にしましょう。
立ち寄りスポットとして、商店街にある囲炉裏のある部
屋に向かいます。囲炉裏には、火を炊いておきましょう。
囲炉裏に着いたら、monochro -モノクロ-さんによる
三味線の演奏を鑑賞します。演奏の間に、三味線に
関することなどをお話し頂き、音色とともに日本の伝
統文化を伝えましょう。

その後、書道教室で色紙に筆で好きな日本語を書い
てもらい、解散場所となっているホテルまで見送った
らツアー終了です。

作り方
材料

（通常型ガイドツアー）通常型③「国際オペラコンクール審査員案内」ツアー

1

2

3

4

5

6

各1店舗

1着

1本

12枚

12本

1台

1人

300部

2人

5枚

紹介個店（AVANTI／田中屋／atour

／フルサワ帽子店／MAKITA／更紗屋）

ガイド用コスチューム

ガイド用フラッグ

ネームシール

ペン

iPad
犬飼沙絵（ガイドとなるアーティスト）

チラシ

ワーキング・グループメンバー

店舗用企画書

チラシを各店舗に配り、参加者を募ります。フェイス
ブックなども併用して告知しましょう。
当日、犬飼沙
絵さんにフラッ
グを与え、コス
チュームに着替
えてもらえば準
備完了です。参
加者が来たら、
ネームシールにニックネームを書いてもらいます。
AVANTI →田 中屋→ atour →フルサワ帽 子店
→MAKITA→更紗屋の順に通りを歩きます。各店舗

では「男のダンディズム」
をテーマに店主に話をし
てもらいましょう。更紗
屋では、感想やアンケー
トをとり、ガイドツアー終
了です。テーマをワーキングメンバーで決めます。決まったもの

はプロジェクトミーティングで確認をとります。
企画が通ったら、立ち寄りスポットとなっている各店
舗に企画書を持って行き交渉しましょう。
立ち寄りスポットが決まったら、ガイドさんとなる方と
前日に挨拶に行きます。この時、当日の打合せを少
し行っておきましょう。

作り方

材料

（テーマ型ガイドツアー）テーマ型①「男のダンディズム」ツアー

1

2

3

4

5

6

三種のインフォメーション

三種のインフォメーションとは 三種のインフォメーションの背景と目的

ゆりの木レシピ

街中ガイドツアー のつくり方

商店街の “こだわり”を伝える情報発信

ホームページ

狭い・深い広い・浅い

個店紹介ツール 街中ガイドツアー

情報の間口の広さと深度

今回の立ち寄りスポットは、ゆりの木
通り近くにある文具屋さんとゲームセ
ンターでした。文具の中でも、判子
がとっても気になったようで、義理の
娘さんに購入していました。

「ダンディズム」について話をする店主さんは、どこかい
つもと違って緊張されている様子でした。しかし、概ね
お話を終え、ひとたび商品の説明となるとどの店主さん
も生き生きとして事細かにアドバイスをしていました。
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考える必要がある。

加えて、これまで独自に行なってきた街中ガイドツアー

や HP に関しても、専門家の協力のもと、より有効な

ものとなるように改善をする必要がある。

『街中ガイドツアー』

　通常型ガイドツアーとテーマ型ガイドツアーの 2 種類

に分かれている。

　通常型ガイドツアーとは、これまでゆりの木通りで行

なってきたものを指し、通りで行なわれた活動に合わ

せたゲストなど街を訪れた人を対象に、案内を行なう

もので、ツアーの行き先は、参加者やお店の状況に応

じて変化する。ガイドとして主に商店主が案内している。

　テーマ型ガイドツアーは、ツアーのテーマを先に設

定し、そのテーマに沿っ

て店舗を選定し、案内す

る。ガイドには外部のアー

ティストに依頼し行なっ

た。

『個店紹介ツール』

　個店紹介ツールは、

各店舗や通りの集客拠

点施設に置けるカード形式のものとした。カードの表に

質問が記され、裏に各個店の解答と個店情報が記載さ

れている。全部で 16 種類質問に対する解答の中から

ベストな解答をセレクトしている。店舗や店主の一見し

ただけでは分からない個性が垣間見えたり、秘訣など

も知ることが出来ることから「ゆりの木のヒミツ」と名

付けた。

「ゆりの木のヒミツ」

総ガード数：46 枚

MAP、ファイルリング、

ケース付き

『ホームページ』

既存のホームページは、こまめな更新に適さないシス

テムとなっていた。そこで WEB デザイナーの方に協力

して頂き全面的なリニューアルを行なった。リニューア

ル後は、各店舗の写真やオススメ商品の更新を各店

主が出来るものへと変更したことに加え、ゆりの木通

りの各イベントも簡単に更新出来るようにした。

「ゆりの木通り商店街 HP」URL：http://yurinoki-st.com/

● テーマを設けたことで、これまで参加していなかっ

た店舗にも参加してもらえ、今後も協力してもらえる

店舗が増えた。
● 参加者に個店の面白さや専門性を経験してもらうこ

とに繋がった。
● 案内役のアーティストを通して、街中ガイドツアーに

関する議論を行えたことで、改めてガイドツアーで

伝えたいことへの認識を深める事に繋がった。
● 外国の方に対してゆりの木通りで日本文化を体験し

てもらい、新たな一面を発見した。
● 個店紹介ツールは、制作の過程で、様々な質問を商

店主に答えていただいたことで、商店主同士でも知

らない街の魅力の発見や店主の個性を知る機会の

創出へと繋がった。

『街中ガイドツアー』
● 各個店から体験してもらいたいことをテーマを集め

て、多種多様なガイドツアーを行なう。
● 外部の視点を取り入れることで、商店街の魅力を発

見する。
● 市街地で行なわれるイベントと連携のもと、ツアー

を開催する。

『個店紹介ツール』
● カード形式を活用し、様々な人がゆりの木通りや個

店の面白さに触れる機会をつくる。
● ストックしてあるカードを個店や集客拠点を訪れる

人に紹介する媒体として活用してもらう。

『ホームページ』
● ゆりの木通りでHPやブログを行っている人に協力し

てもらい、発信効率を上げる。
● 既存の商店街イベントの運営に活用し、運営の負担

を軽減する。

webデザイナーを交えて、現在の HPの問題点
と良い点を整理します。

整理したものをもとに、利用頻度の高いイベント
の申込みフォームを付けてもらいます。

更新しやすくなったシステムを活用し、パソコン
が使える人と一緒に情報を流し込み、完成です。

作り方

1人

2人

3台

webデザイナー
パソコンが使える人

パソコン

材料

3

1

2

三種のインフォメーションの概要

ゆりの木レシピ

ホームページ のつくり方

三種のインフォメーション商店街の“こだわり”を伝える

※① 4人

90枚

90個

ワーキンググループメンバー

質問シート

ファイルリング

材料 WGメンバーで個店紹介ツールの企画を考えま
す。店主が協力しやすいもので、商店街の人以
外でも面白いと思えるものを考えましょう。
企画を PJミーティングで発表し、決定したら、
質問をWGメンバーで考えます。40問の中から
店主が答えやすそうなもの、少し手間がかかる
が聞いたら面白そうなものをバランスよく選択し、
質問シートを作りましょう。
質問シートを各店舗に配布し、１～2週間程度
で回収します。この時、全ての質問に答えてある
必要はありません。
各店舗の解答の中から、店舗や店主、通りのこ
とが伝わってくるような1問を選び、印刷のため
にレイアウトします。

レイアウトできたものを印刷します。この時、店
舗の基本的な情報に間違いがないかしっかり確
認しましょう。
仕上がったものをバラバラにカットし、カードを
作ります。左上に穴を開け、ファイルリングをつ
けたら完成です。

作り方

1

2

3

4

5

6

ゆりの木レシピ

個店紹介カード のつくり方

・今回は全部で16問の質問シートを作成し、46店舗から
の解答を頂きました。
・単語カード形式にしたことで、色々な人が気軽に答えたり、
新たなカードを作ったりしやすくしています。

今回のシステムの変更は、個店情報やイベント情報の更
新をブログと同様な形式で出来るように変更しました。そ
うしたことで、商店街で活動するイラストレーターの方が
ゆりの木通りの日常を描いた「ゆりの木の一コマ」という
コーナーも出来ました。

三種のインフォメーションの効果

今後の動き



24 25

いる出来事をキャッチしづらい状況がある。

　また、近年では新規や移転で街への出店が増え、

土地を所有している商業者、既存のテナントオーナー

と新規出店のテナントオーナーとの間で交流がより難

しくなっている。

　さらに、テナントとして商売や事業を行なっている

人以外にも、イベントを開催するなどといった形で一

時的にではあるが街に関わりながら活動を行なってい

る人も多い。後者の人たちは、街にとって良い刺激を

与えてくれる存在ではあるが、それらの人や活動が商

店街との関わりを持つことは少ない。

　以上のように、ゆりの木通りとして空間はひと繋がりで

ありながらも、人の繋がりといった視点ではまだまだ弱い。

　一方で、ゆりの木通りを引っ張ってきた商店会は、

長年商売をされてきた方を中心に構成されており、今

後 5 年の間にそういった方々の引退というような大き

な変化が起こってもおかしくない。個店だけでは対応

出来ない部分を担ってきた組織が機能しなくなってし

まうという打撃は、個店の商売にも深く関わってくると

予想され、何かしらの策を講じなければいけない時期

にさしかかっている。

　以上のような将来的な展望もふまえ、商店街に関わ

る世代の垣根や業種を越えた新たな繋がりが必要にな

ると考える。

● 店名は知っているがどのような人が働いているのか知

らなかった商店の店主と初めて知り合うきっかけとな

当日の用意もあるので、２，３日前までに参加希望の
確認を行ない、飲食店さんに伝えておきます。

迎え入れる体制を整えるため、開始時間の 30分くら

い前を目安に会場となる飲食店に行きます。

開始時間になり、参加者が来たら喜んで向かい入れま

しょう。何人か訪れるまでは、世間話などを楽しみます。

参加者が、ある程度と揃ったら、会場の椅子やテーブ

ルを円形になるよう参加者全員で配置変えをします。

朝食メニューを配り、それぞれ注文してもらいます。

注文後は、せっかくなので自己紹介を行ないます。こ

の時、名前と店舗名に加え、各自が商店街で行なっ

ている活動を話せるといい雰囲気になります。

料理が来たら、それを食べながら、隣の人と話をする

など思い思いに朝食の時間を楽しみます。

途中から訪れた参加者の方がいるときは、それぞれに

紹介するなどをし、話をしやすい場作りを心掛けます。

それぞれ営業時間が来たら、商売の方が大事ですの

で、気軽に抜けましょう。

　ゆりの木ネイバーズデイは、日頃、商店街で商売する

商店主を対象に、互いの店舗や商店主の人柄等を知る

きっかけとして、営業が始まる前の時間や休憩時間など

の合間を利用して、飲み物や軽食などを囲んで会話をす

るだけというフランクな交流を促す試み。

neighbor の複数形の neighborsと書き、隣近所といっ

た各商店の隣近所の人が集まる会という意味に加えて、

neighbor’s と書き、商店街が商売を中心とした様々な

活動を行っている人のものとして開く機会となるように

命名された。

第 2 回には、商店街の内部

にとどまらず、そのネイバー

ズとしてゆりの木通りの近隣

で商売を営む店主なども招

待し、朝食会が開かれ、ネ

イバーズの捉え方自体の拡

がりも見られる。

　ゆりの木通りは、小売業を中心とした約 90 店舗の

うちその多くはテナントとして店舗を借りながら商売を

営んでいる商店主となっている。テナントオーナーは一

人で店舗を経営している人が多く、営業時間内には店

内にいないといけないため、他店や商店街で起こって

ゆりの木ネイバーズデイ新しい価値創出のための体制づくり

ゆりの木ネイバーズデイとは…

ネイバーズ… ゆりの木ネイバーズデイの背景と目的

3人

※① 100通

 
※② 1つ
19脚

10台

19人分

19人分

参加者各自適量

参加者各自適量

ワーキング・グループメンバー

招待状

会場（飲食店）

椅子

テーブル

軽食

飲物

名刺など名前が分かるもの

店舗のサービスが分かるもの

プロジェクトメンバーミーティングで開催日の目安が決

まった後、ワーキンググループの3人で集まり、当日行

なう企画を考えます。この時、交流することに重点を

置き過ぎず、気軽に商店街の人達が来てもらえるよう

な内容となることが望ましいです。また、持続性を考え、

準備が多くなり過ぎないように注意します。

企画の詳細が決まったら、プロジェクトメンバーに企

画を相談します。企画内容とともに当日までのスケ

ジュールも確認も行ないます。

簡単な招待状を作成し、通りの店舗分に加え、通り

で活動を行っている人などに配るため100通印刷を行

ないます。配布は分担し、声のかけやすい人を中心に

誘ってもらいます。この時、

なるべく店舗を訪れ、直

接手渡ししましょう。また、

店主以外に店員さんもお

誘いしましょう。

作り方材料
準備期間準備期間中

当日

1

2

3

※③

※①　商店街に所属する店舗分＋α（呼びたい人がいる場合）
※②　広すぎず、小さすぎない場所がベスト
※③　参加人数分（数の変化に対応できる方が望ましい）

当日

4

5

6

7

8

9

10

11

ゆりの木レシピ

第１回ゆりの木ネイバーズデイ のつくり方

neighbor
【名詞】【可算名詞】
1 隣人，近所の人
2a 隣り合うもの 《隣国・隣家など》
b 隣り合う同種のもの
3 同胞，仲間

【形容詞】【限定用法の形容詞】
隣の，近所の

【動詞】 【自動詞】〔動 (+ 前 +( 代 )
名 )〕〔…と〕隣り合っている，〔…の〕
近くに住んでいる 〔on，upon〕.

【他動詞】〈…に〉隣接する .

呉服屋の若女将が、たまたま隣に居合わせ
たカラオケ屋のサービスや店長の人柄に好感
を持ち、常連さんにお店を勧めるといった朝
食会後の繋がりも出来ています。

ワーキング・グループの企画
では、会場に来た参加者同
士の紹介役が設けられてい
ましたが、当日は自然と自己
紹介が行なわれ、紹介役が
必要なくなってしまいました。

ゆりの木ネイバーズデイの効果
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開始時間の 30分くら

い前を目安に会場とな

る飲食店に行き、メ

ニュー表・芳名帳・伝

票を用意し、お店の人

とメニューの取り方な

どを確認し迎え入れ

る体制を整えます。

開始時間になり、参加者が来たら、芳名帳の記入と

メニューを聞きましょう。数人で訪れた場合は、先に

メニューを決めてもらっておきましょう。

メニューを取り終わったら会場へ案内し、朝食までの

一時を思い思いに楽しんでもらいましょう。

近隣の店主などが来た場合は、積極的に紹介し、話

のきっかけを作ってあげましょう。この時名刺を持参

してきてもらうと名前を覚えてもらうのに効果的です。

それぞれ営業時間が来たら、商売の方が大事ですの

で、気軽に抜けましょう。

り、後に通りですれ違った時などで自然と挨拶が生

まれる。
● 近隣に知り合いが出来る事で、地震や火災などの緊

急時に協力できる人がいるという安心につながる。
● 個店の特徴や行なっているサービスやこれから起こる

イベントなど情報交換できることで、互いにお客さん

を紹介するなど商店街に新たな回遊が生まれる。

● 商店街にある飲食店への入店にも繋がり、通りにあ

る商店を体験するきっかけともなる。

● ゆりの木通りのその他の店舗での開催
● 他商店街との交流
● 既存の商店街のイベントとの連携　　　　などなど

3人

※① 100通

 
※② 1つ
28脚

13台

28人分

28人分

１冊
１本
適宜

１個
参加者各自適量

参加者各自適量

ワーキング・グループメンバー

招待状

会場（飲食店）

椅子

テーブル

軽食

飲物

芳名帳

ペン

メニュー記録用伝票

メニュー表

名刺など名前が分かるもの

店舗のサービスが分かるもの

第１回ネイバーズデイと❶～❹と基本的には同様で
す。第 2回では、９時営業の店舗もなるべく参加で
きるように開始時間を９時から８時３０分に変え、第
１回で少し手間取った朝食の注文を効率的に行なう
ために、参加者の来場時に記名と合わせて注文を伝

票に書くように変更しました。

作り方

材料

準備期間

準備期間中

当日

1

4

※③

※①　商店街に所属する店舗分＋α（呼びたい人がいる場合）
※②　広すぎず、小さすぎない場所がベスト
※③　参加人数分（数の変化に対応できる方が望ましい）

今回は、ゆりの木通りの東隣に位置する板屋町でご商売
されている店主さんをお誘いし、カフェやライブハウスを
経営している方、銀行員の方なども参加して頂けました。

今後の発展

当日

5

6

7

8

9

第２回ゆりの木ネイバーズデイ のつくり方

ゆりの木ネイバーズデイ新しい価値創出のための体制づくり

ゆりの木レシピ
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