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新たなネットワークづくりを目指し
トークライブ「食で！」地域 をデザインする
千葉大学 環境デザイン研究室と開催！
2021 䌑 11 劓 26 傽յ
ւؠ٭عٚؕهր낛ךց
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環境デザインの取組とは？
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お互いの活動を知る
トークライブでは、千葉大学環境デザイン研究室と good ネットが、
お互いの活動を「栽培」と「防災」、2 つのテーマで発表しました。

「栽培」で地域をデザインする
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店舗に置かれた「植物工場」で
育成される植物の状態を確認

研究を担当する同研究室
学部４年の國井瞳さん

児童館で配布された苗を自
分の手で植え、
自宅で育てる

子どもたちが園庭のトマト
の世話をしている

「防災」で地域をデザインする
千葉大

もぐもぐぼうさいひろば

すみだ

災害時ココからプロジェクト
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防災の一環として行われた
乾燥野菜づくり

すみだ

研究を担当する同研究室
修士２年の鈴木翔子さん

イベント会場に来場した人
に直接説明する

協賛企業の協力で、災害時
に役立つ食品などを展示

食育防災町歩き
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消防士や防災士の案内で
防災施設を見学

たもんじ交流農園で野菜を収穫、
その後、
すいとんに入れて食べた

「食で！」地域 をデザインする

トークライブでは、活動を進める原動力
について語りました。また、最後にコメン

その 原動力を知る
共に考え、共に変わっていく

テーターからのアドバイスがありました。

「喜ばれたこと」
が力になった！
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千葉大学環境デザ
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トマトを育てたら、絆が生まれた

夢を共有して、想いを重ね合う
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ֿ气ַׂיױ宜ֿױն

墨田児童会館 館長

ֿ㝕⮗כד䘼ַױն

ネット 副理事長

八重田 裕一朗さん

青島 節子

コメンテーターのみなさんから
すみだの魅力は
多様な入り口があること

地域を好きになることが
大きな力に

指標を開発して
活動を見える化する

Japan Youth platform

早稲田大学

早稲田大学

for Sustainability

政治経済学部４年

商学部２年

事務局アドバイザー

小泉 勇輔さん

成田 知樹さん

大久保 勝仁さん
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トークライブでは、活動を通して実現したい夢が語られ、

トークライブから
新たなつながりが！

参加者からのアドバイスもありました。
終了後には、参加者同士の新たなつながりや情報交換
も行われ、次なる取組を模索する動きも始まりました。

ほんとうに実現したいことは何？

違う分野の人に
会ってみたら
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؆מֹכ㵅槁עכ׆ַגցַכ
トークライブ終了後、成田さん
（写真左）
と

ֹゼַמׄ־յ㏔◪؆עյ㵅槁

國井さん
（写真右）
が情報交換を行っていた
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嵛ⳛֿ䌮ֿ
כַם䠊כ׆
ֵֿױնֹא

すみだ食育

goodネット会員
浅野 正樹子さん
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自分が住む町会でもやってみたい！
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goodネット理事
鈴木 清子
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トークライブに
参加した方の声
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フレンドリープラザ文花児童館

さくら橋コミュニティセンター

岩澤 和樹さん

堀口 廣司さん

食で！育む 3つのチャレンジ
1

食育で
「しくみ」
づくり

2

設立 10 周年を迎えた「すみだ食育 good ネット」は、
行政と協働で様々な取組を行ってきました。
今後は、新たに 3 つのチャレンジに取り組んでいきます。

食育で
地域の「 拠点」づくり

3

「未来プロジェクト」
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