
　千代田まちづくりサポートの「普請部門」では、まちづくり拠点のための空き
室リノベーションや歴史的建造物、使われていない空き地などを改修・整備して
活用する活動に対して助成をしています。
■活動例
　◇拠点づくり事業
　　・マンション住民・地域住民の交流拠点
　　・事務所ビルの空き室などを活用した交流拠点　など
　◇歴史・文化・都市環境の保全活用事業
　　・広場や公園、橋詰広場など小スペースの整備活動
　　・看板建築など古い木造建築物の保全活用事業　など
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ニュース

　　住宅まちづくりグループ　☎3233-3223
マンション相談窓口開設中（無料）
 問

  

　　�月曜日～金曜日（土日祝を除く）�
午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）

　　�千代田区神田錦町3-21�
ちよだプラットフォームスクウェア4階

　　千代田区内のマンション居住者および所有者
　　応相談（個人情報が公開されることはありません）

 時

 場

 対
 予

  

　　住宅まちづくりグループ　☎3233-3223

　まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替え、
マンション防災などマンションに関するさまざまな
分野の書籍を所蔵しています。所蔵書籍
のリストは、まちみらい千代田のウェブ
サイトで公開しています。

マンション管理に関する書籍貸出中（無料）
 問

　市民の自主的なまちづくり活動を支援する千代田まちづくりサポートの中間発
表会および普請部門二次審査を行います。
※新型コロナウイルス感染防止のため、今年度はオンライン形
式で開催します。
　中間発表会では、今年の助成対象グループが、これ
までの活動状況や今後のスケジュールについて発表し
ます。
　また、普請部門二次審査では、一次審査を通過した
グループから、整備計画や建物活用方法などの提案発
表が行われます。その後、実現性・継続性などの視点で
審査が行われ、最大500万円の助成可否を決定します。
　なお、当日の様子や審査結果は、本紙12月20日号
に掲載します。
部　門 グループ名 助成額（万円）

一　般

江戸長唄ごひいき衆 34
ちよとも 45
グリーンネイバーフッド千代田を目指す会 36
神田でパンダ 48
スプーン・プロジェクツ 49
「着がえる家」実行委員会 50

はじめて
M.�Alive�Place 5
トナリ 5
ドコヒロ隊(DoCo22を広めよう隊) 5

普　請 優美堂再生プロジェクト実行委員会 10
　各グループの活動内容等はまちみらい千代田ウェブサイトで公開し
ています。
■問合せ　�協働まちづくり・総務グループ�☎3233-7556

第20回千代田まちづくりサポート 中間発表会・普請部門二次審査
お知らせ

普請
部門

地域のまちづくり活動の拠点づくり、
歴史・文化・都市環境の保全活用を支援

●古民家のリノベーション　
　「ちよだニャンとなるcafé」
　（千代田区外神田）
昭和27年に竣工した旅館『東
館』（約20年前に廃業）の一部
をリノベーションし、譲渡型
保護猫カフェとして開設。地
域交流の拠点として活用され
ています。※発行日現在、新
型コロナウイルス感染拡大の
影響により休業中

助成事例（第17回）

千代田まちづくりサポート通信

　食を切り口に、多様な文化が渦巻くインドの今を体験してみませんか？�おうち
の画面から楽しめる世界の「見る」「聞く」「味わう」を子どもも大人も。

◇前編：11月14日(土)　15時～15時45分
インドのお正月「ディワリ」を見てみよう！
生中継でインドの家庭とつながり、「違い」「喜び」「始ま
り」を体験することができます。
※ディワリ用の手作りスイーツとインド茶を配布

◇後編：12月5日(土)　11時～12時15分
ベジタリアンカレーを一緒につくろう！
地域みんながキッチンからつながります。当日までに
インドのドキュメンタリー映画を見てご参加ください。
※野菜、インドのパン、スパイスミックスを配布

■形式　オンライン（両日ともZoomを使用。映画は各自ブラウザを使ってご覧
ください。なお、食材等は麹町地区で配布します。）
■参加費　映画視聴料を含め1,700円（食べ物の分量は大人1.5人分）
＋1,000円で分量が倍になり、また、チャイ用スパイスもプレゼントします。
■定員　20名（抽選）　■締め切り　10月31日(土)
■申込み　右記二次元コードからLINEで応募ください。
■問合せ　 hello@spoon-projects.co

　コロナ禍で新しい生活様式が求められ
る中、神田の街を盛り上げたい！と熱い
気持ちで発足した「神田でパンダ」、活動
の第一弾として、メインキャラクターと
ロゴを皆さんの投票で決定します。
　神田在住の方はもちろん、子どもたち、
在勤・在学者など神田にご縁のある方の
投票をお待ちしています。一緒に神田を
盛り上げていきましょう！
■キャラクター・ロゴ候補
右記チラシ記載のＡ～Ｃの３案
■投票方法　右記二次元コードから投票
ページにアクセスのうえ、Ａ～Ｃいずれ
か一つに投票ください。
■投票期限　11月28日（土）正午まで
■結果発表　締切同日の午後、千代田
まちづくりサポート中間発表会および�
ツイッター（＠kandadepanda）で発表
します。
■問合せ　神田でパンダ事務局　
kandadepanda@gmail.com

お知らせ 〜助成グループのイベント情報〜 詳細は各グループの
問合せ先へ

「スプーン・プロジェクツ」
～世界の食卓をおうちからのぞこう！インド編～

「神田でパンダ」
～パンダでまちを盛り上げよう！キャラクター投票～

　　協働まちづくり・総務グループ　☎3233－7556
テーマ部門とは
企業や団体などが求めているテーマや関心のある分野
についての活動を募集する部門です。
テーマ例
環境に優しいまちづくり活動をしてほしい。
商店街の活性化を手助けしてもらえる企画を提案してほしい。
応募条件　お問い合わせください。

千代田まちづくりサポート『テーマ設定者』募集中
 問
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紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

まちみらいニュース  ◇令和2年10月20日◇

　マンション再生（マンションの将来を考える）をテーマとして開催します。
　なお、参加には事前の申し込みが必要です。
■日　時　�11月11日（水）18時30分～20時30分�

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止となる場合があります。
■会　場　�ちよだプラットフォームスクウェア5階会議室�

（千代田区神田錦町3-21）
■受講料　無料
■講　師　川

かわ
原
はら
伸
のぶ
朗
お
氏（マンション管理士／写真）

■申込み　�☎3233–3223　FAX�3233-7557�
kyojyu@mm-chiyoda.or.jp�

①氏名　②住所　③マンション名��
④電話番号　を記載のうえお申し込みください。

■対　象　�千代田区内マンションの居住者、管理組合役員、所有者�
※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、会場入室時の
手指の消毒、職員による検温にご協力をお願いします。

■定　員　20名程度（先着順）
■問合せ　�住宅まちづくりグループ　�

☎3233-3223

お知らせ 企業法務についてお悩みはありませんか？
～中小企業のためのビジネス法律相談～

中小企業経営者のさまざまな悩み・相談を弁護士がお受けします。

■相談事例紹介
・取引先との業務委託契約にあたり、気を付けるべきポイント
・自社が保有する貸しスタジオの使用規定違反によるトラブル
・著作権および商標権の侵害
・起業に際しての社則、就業規則の部分チェック
■申込み
①電話にて予約状況を確認のうえ、相談日のおおむね1週間前までにご予約ください。
②予約後、ウェブページ掲載の申込書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。
■注意事項
①事業所または営業拠点が千代田区内にある中小企業が対象です。
②相談時間は１回45分です。相談内容はビジネス関係に限ります。
③示談のあっせん、直接の仲裁は行いません。
④書類（契約書など）の作成および全文点検は行いません。
■問合せ　�産業まちづくりグループ　☎3233-7558�

biznet@mm-chiyoda.or.jp

　まちみらい千代田の活動は、活動の趣旨に賛同された個人・
法人の賛助会員の皆さんのご支援によって支えられていま
す。千代田区のまちの活性化のためご支援ください。
■会員の特典
①まちづくりに関する資料や情報の提供
②主催する講演会、セミナー等の案内
③実施した調査、研究の結果についての概要紹介
④まちみらいニュースの広告記載料金の割引（法人会員のみ）
⑤まちみらい千代田ウェブサイトのバナー広告掲載料金の割
引（法人会員のみ）
■会員の種類および年会費
①法人会員　１口以上（１口＝２万円）
②個人会員　１口以上（１口＝３千円）
■申込み・問合せ
協働まちづくり・総務グループ　☎3233-7556

千代田のまちの活性化をご支援くださいお知らせ

賛助会員入会のご案内

企業間の
トラブル

企業経営
事業活動

契約・
労務

まちみらい千代田　法人賛助会員

金融業 建設業 保険業
株式会社きらぼし銀行神田中央支店 株式会社楠山設計 株式会社 FEA
興産信用金庫 株式会社久保工 ぜんち共済株式会社
西武信用金庫神田支店 株式会社竹中工務店 日新火災海上保険株式会社東京事業部東京西支店
みずほ信託銀行株式会社 一般社団法人東京都建築士事務所協会千代田支部 その他

サービス業 株式会社ナカノフドー建設 株式会社アズーム
株式会社 i-tec24 株式会社日昇緑化研究所 株式会社イサミヤ
株式会社弘周舎 パシフィックコンサルタンツ株式会社 有限会社エイアイ企画
株式会社こどもの館 不動産業 合同会社グローバル人材育成サポート
株式会社翔設計 エヌティティ都市開発株式会社 株式会社コンベンションリンケージ

製造業 住友不動産株式会社 株式会社住宅あんしん保証
KKテクノロジーズ株式会社 東京建物株式会社 株式会社 TALO都市企画
瀬味証券印刷株式会社 プラットフォームサービス株式会社 一般社団法人　千代田区観光協会
東京スクリーン株式会社 三井不動産株式会社 東洋美術印刷株式会社
株式会社日精ピーアール 三菱地所株式会社 NPO都市住宅とまちづくり研究会
株式会社ハセッパー技研 安田不動産株式会社 日産緑化株式会社
ハネクトーン早川株式会社 卸売・小売業 株式会社バイオレンジャーズ
富士ゼロックス株式会社 鈴木治作株式会社 ビヨンドネクストアカウンティング株式会社
ノーラエンジニアリング株式会社 鈴新株式会社 株式会社フィレール
株式会社ムレコミュニケーションズ 株式会社つばさテクノ 一般社団法人マンション管理組合支援センター

情報通信業 株式会社トキワ 株式会社リブリッジ
株式会社メディアリンク 株式会社ユニフォームネット 株式会社ワンスイン

※五十音順　令和 2年 9月現在

　取手市、と聞くと東京近郊のベッドタウンというイ
メージが強いのではないでしょうか。しかし、ベッド
タウンの機能以外にも、実は数々の観光名所や食の魅
力にあふれた町でもあります。特産品には米や日本酒
があり、知る人ぞ知る名酒がそろっています。
　また、奈良漬けなどの漬物や、地場産米を使ったせ
んべい・おかき類、ちよだいちばの取手まつりで毎回
大人気のチョコレート菓子類などと、多種多様な商品
を店頭で販売します。
　東京から取手まで電車で約40分、ほど近い場所の知
られざる食の魅力に触れてみませんか。

イベント情報
イベント

ちよだいちばの

「茨城県取
とり
手
で
市
し
」10月28日（水）～11月27日（金）まで

☆11月月間ご当地まつり☆

■問合せ�ちよだいちば
（千代田区神田錦町3-21ちよだプラットフォームスクウェア1階）
☎& FAX�5577-3846　※午前中の電話対応はできません。

ちよだいちばのオリジナル産直通販がスタートしました！

　ちよだいちばでは、各地の生産者のオリジナル企画通販を毎月行っています。
　長野県小

お
布
ぶ
施
せ
町
まち
のぶどう、広島県尾

おの
道
みち
市
し
瀬戸田のレモン、愛媛県各地の柑

橘類、佐賀県唐
から
津
つ
市
し
の魚介おつまみセットなど、ちよだいちばの通販でしか

手に入らないものばかりです。詳細はちよだいちばウェブサイトの通販ペー
ジにてお知らせします。どうぞお楽しみに。

※写真はイメージです

マンション管理講座開催募　集


