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公益財団法人まちみらい千代田

〒101-0054 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
TEL 3233 - 7555（代） FAX 3233 - 7557
https://www.mm-chiyoda.or.jp
まちみらい千代田公式フェイスブック
https://www.facebook.com/MMChiyoda
まちみらい千代田公式ツイッタ―
https://twitter.com/MMChiyoda

今年のマルシェ
はオンライン！

お知らせ

「スプリングマルシェ2021」

公式 SNS のご案内

生産地である地方と消費地としての千代田区の交流・協力による振興を目的
とする、ちよだフードバレーネットワークが、地方との農商工連携促進を目的と

公 式 SNS でまちみらい千 代 田 の

した
「スプリングマルシェ」
をオンラインで開催します。
■開催期間

最新情報を発信しています。

3月18日
（木）
～3月31日
（水）

■出店地域・販売品

「いいね！」
「フォロー」よろしくお

3月20日号で紹介します

願いします！

※写真はイメージです

Facebook
■問合せ

農商工連携サポートセンター
（担当
☎090-1106-0182

お知らせ

https://www.facebook.com/
MMChiyoda

大塚）

otsuka@npo-noshokorenkei.jp

Twitter
https://twitter.com/
MMChiyoda

千代田まちづくりサポート通信 〜助成グループのイベント情報〜

「グリーンネイバーフッド千代田を目指す会」

「ちよとも」

～千代田でコミュニケーションワークショップ～

～「ちよとも」で学んでみませんか？～

見るのは苦手だけど、空間を認識する

ちよとも×困難な時期を乗り切るポジティブ心理学 *

のが得意な人、話すのが苦手だけど、頭を
使うことが得意な人、いろいろな人たち

今回のちよともオンライン講座では、日本で

が参加して、互いに自分の感じたことを

もベストセラーとなった「ハーバードの人生を

伝えるためのワークショップを千代田で

変える授業」の翻訳者であり、ポジティブ心理

開催します。午後は希望される方同士で、

学実践インストラクターの講師でもある、成瀬

コミュニケーションを深めるために、自

まゆみ先生をお招きして講義をしていただき

然を感じながら周辺散策をする予定です。

ます。

■日時

3月13日
（土）
10時30分～12時

激動のコロナ時代、困難な時だからこそ、今

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により完全オンラインで開催する可能

こそ必要なポジティブ心理学。
「ちよとも」と一

性があります

緒に学んで、乗り切っていきませんか。

■場所

日比谷図書文化館

スタジオプラス
（千代田区日比谷公園1-4）

※最寄り駅からサポートが必要な方はご連絡ください
■定員

*従来の心理学がうつ病などの病理を主に扱うのに対
し、
「幸福」など人生におけるポジティブ要素を研究す

20名
（コロナ対策のため会場の定員の半分以下で開催）

■参加費

詳細は各グループに
問い合わせてネ！

る心理学の分野です。

■日時

3月27日（土）10時～12時
（開場9時50分）

■形式

オンライン（Zoom を使用します）

※完全オンラインに変更となった場合1,000円

■定員

100名

申し込み後に変更が生じた場合は差額を返金します

■申込み

二次元コード（Peatix）
から申し込みください

■問合せ

ちよとも

現地参加…親子1家族5,000円

1人で参加3,000円

オンラインワークショップ参加…3,000円

■申込み
■問合せ

聴講のみ1,000円

二次元コード
（Form Mailer）
から申し込みください
infognc@goo.jp
（担当

林）

マンション管理に関する書籍貸出中
（無料）
問 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。

chiyodatomodachi@gmail.com

マンション相談窓口開設中（無料）

中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

時 月曜日～金曜日
（土日祝を除く）


時 応相談

場 千代田区神田錦町3-21

場 千代田区神田錦町3-21

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

申

問 住宅まちづくりグループ

☎3233-3223

午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）
ちよだプラットフォームスクウェア4階

問 産業まちづくりグループ

☎3233-7558

（お問い合わせからおおむね1週間前後）
ちよだプラットフォームスクウェア
電話にて予約状況をご確認ください。
相談内容は、
ビジネス相談に限ります。

ニュース をスマートフォンでご覧になりたい方は

まちみらいニュース ◇令和3年2月20日◇
イベント

ばの イベント情報
ちよだいち

☆3月月間ご当地まつり☆
か ぞ

し

うどんとこいのぼ

埼玉県加須市

りのまち

3月1日
（月）
～3月26日
（金）
「埼玉県加須市」

加須市は関東平野のほぼ中央に位置し、利根川が市内を流れ、関東有数の
穀倉地帯として水や緑が豊かな町です。
米や野菜の栽培、畜産も盛んで、
「すべての食を地元でまかなえる！」とい
うことが地元の誇りです。また、日本で一、二を争う「うどん圏」であり、最

パスタスナック

盛期には市内で６０店舗ほどのうどん屋が軒を連ねていました。今でも加須
のうどんを求めてファンが「うどん屋巡り」をするほど人気があります。
ちよだいちばでは３回目の月間ご当地まつりです。地場産の米や小麦粉を
使ったせんべい、おかき、パスタスナックなど農作物を生かした加工品も多く、

加須で採れた野菜

ユニークな産品が並び毎回大人気です。
■問合せ

個性豊かな産品が並ぶ埼玉県加須市まつりをどうぞお楽しみに。

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。
コラム
マンション

よもやま

話

マンションにおける騒音問題

～近隣との騒音問題に悩まされないために～
マンション管理士 森博之

新

型コロナウイルス感染症の影響により自宅で過ごす時間が以前よ

２. 騒音トラブルに悩まされないためのポイント

り増えた方が多いのではないでしょうか。このような状況で気に

①「騒音の感じ方は人により千差万別であることを理解する」

なるのが、近隣との騒音問題です。騒音につながる音の種類と、騒音
トラブルに悩まされないためのポイントをまとめてみました。

留めて、互いを思いやることが重要です。

１. 騒音につながる音は、伝わり方で大きく二種類に分類

②「当事者同士の接触は避ける」

〇空気音…飛行機や自動車の騒音、マンションの部屋から部屋へ聞こ

騒音の当事者同士でのやり取りは、ときに感情論となります。その

える音（人の話し声、テレビ音声やペットの鳴き声など）などがありま

ため、まずは管理組合や管理会社など第三者に相談し、対応を検討し

す。空気を振動させて伝わる音です。

ましょう。

〇固体音…子どもが走り回ったときの足音や、床に金属物などが落ち

③「普段から信頼関係を築いておく」

たときに出る「床衝撃音」、トイレやシャワーの流水の音が配管を伝わ
る「給排水騒音」などがあります。建物の構造部分（柱や壁など）のよう
な固体を振動させて伝わる音です。
マンションの騒音対策を行う際には、二種類の音があることを理解
したうえで、総合的に対策していくことが重要です。

お知らせ

音の感じ方や我慢できる音（受忍限度）は人によって違うことを心に

千代田まちづくりサポート通信
まちづくり活動に対する寄付金を募集中

挨拶を交わすなど、日頃からの隣人同士のコミュニケーションがト
ラブル回避につながります。
騒音は人の活動に伴って発生するものですから、なくすことはでき
ません。居住者同士がお互いに心地よく居住できるようにトラブルの
原因とならない配慮を心がけていきましょう。

お知らせ

ニューノーマルなビジネスネットワークを創出する

「千代田オンライン商談会」
開催！
コロナ禍で営業やリアルイベントへの参加が厳しい皆さまにオンライン
で商談会の場を提供します。ウェブサイトで気になる企業を見つけたら、お

千代田まちづくりサポート

気軽にオンライン面談にてお問い合わせください。

で助成対象に選ばれたグルー
プへの寄付金を募集してい
ます。興味・関心のあるグルー

オン
ンラ
ライ
オ
イン
ンで
で
営
業
機会
営業機
会創
創出
出

プの活動をサポートしてみ
ませんか。
■対象者 法人・団体・個人など
■寄付金額 (1) 法人・団体 1口以上
（1口＝2万円）
(2) 個人 1口以上
（1口＝3千円）
■募集期間 随時募集
■寄付方法 寄付者から助成対象グループの口座へ振り込み
(1) 寄付者が下記問合せ先へ連絡
(2) 後日助成対象グループから振り込み先口座を寄付者へ連絡
※詳細はお問い合わせください
■助成対象グループ まちみらい千代田ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mm-chiyoda.or.jp/machisapo
（右記二次元コード）
■問合せ 協働まちづくり・総務グループ
☎3233-7556

業
営業
新
い営
しい
新し
の挑
戦
へ
挑戦
ル
イ
ス
タイルへの
スタ
皆さまのビジネスに繋がるきっかけが満載な
オンライン商談会です。是非ご参加ください。
■ウェブサイト

https://chiyoda-shokoren.com/online
（右記二次元コード）

■問合せ

entry@chiyoda-shokoren.com

■主

催

千代田区商工業連合会

■後

援

東京商工会議所千代田支部

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

