「多世代を巻き込む
防災訓練のススメ

１

ーイザ！カエルキャラバン！編ー」

NPO 法人プラス・アーツ理事長 永田宏和

11/19 15:00~
（土）

「いざというときのために
ー東京ガスの安全・防災対策ー」

11/20「簡単にできる

２

（日） 暑さ対策とその効果」
横浜国立大学准教授

東京ガス株式会社

13:00~

田中稲子

Table
「住まいと住まい方の工夫」
Talk
14:00〜

11/19, 20

株式会社チームネット代表取締役
甲斐徹郎

（土）（日）
「電力自由化
勉強会」

14:30〜

vol.2

国際航業株式会社

３
４
10:00~

これからのライフスタイルを考える
＠CC ラボ in 洋光台

2016/11/16 -11/20

平日 13:00~17:00 土日 10:00~17:00

11/16 20「みんなで取り組む
温暖化対策」
（水） （日）
横浜市温暖化対策
統括本部

11/16 20

（水） （日）
「つくろう！洋光台バッジ
by 3D プリンター」

５

「オリジナルの
ミニプランターをつくり
ましょう！」 首都大学東京小泉研究室

平日 13:00~ 土日 10:00~

11/16 20

（水） （日）
「まちづくりの小さなアイデア展
ーこんなのあったらいいな in 洋光台ー」
「洋光台ジャイアントマップ
ーこんなところが好き in 洋光台ー」

Exhibi
-tion

首都大学東京 小泉研究室

11/19「間伐材を使った

( 土 ) コースターづくり」
東京ガス株式会社

Work
Shop

13:00~

11/16 20 「消費電力計

６

（水） （日）デモンストレーション」
スマートシティ企画株式会社
国際航業株式会社

参加費無料・事前申し込み不要。気軽に参加ください。
これからの洋光台のまちづくりを考えていく
「次世代スタイルワーキング」の活動を紹介します。
「健康」「防災」「省エネ・環境配慮」といった
キーワードを軸に、みなさんとテーブルを囲んで、
語らい、今後のまちづくりへとつなげていきます。

□ 洋光台次世代スタイルワーキングとは
洋光台団地の再整備を核に、
地域全体の活性化を図ってきた「ル
ネッサンス in 洋光台」プロジェクトの一環として、産官学連
携して、郊外団地の次世代ライフスタイルを導く提案、取り組
みを行っている。
参加メンバー：首都大学東京小泉研究室
横浜国立大学田中研究室、東京ガス株式会社
国際航業株式会社、エンコアード株式会社
スマートシティ企画株式会社、横浜市
独立行政法人都市再生機構

■ 主催：首都大学東京小泉研究室 + 洋光台次世代スタイル WG
■ 会期：2016 年 11 月 16 日〜11 月 20 日
■ 会場：サンモール洋光台 駅前広場前

CC ラボ

Short Lab

■11 月スケジュール
13:00~17:00

13:00~17:00

13:00~17:00

10:00~15:00

⑥⑦⑧⑨
⑩⑪

⑥⑦⑧⑨
⑩⑪

⑥⑦⑧⑨
⑩⑪

⑥⑦⑧⑨
⑩⑪

⑥⑦⑧⑨
⑩⑪

18 ( 金 )

19 ( 土 )

20 ( 日 )

16 ( 水 )

17 ( 木 )

11 月

10:00~14:00,15:45~17:00

10:00~13:00
13:00~15:00
15:00~17:00

①
②⑫
③

10:00~14:00
14:00~14:30
14:30~15:45

①
④
⑤

■テーブルトーク
「電力自由化勉強会」

「いざというときのために

①

ー東京ガスの安全・防災対策ー」

国際航業株式会社

東京ガス株式会社

今年４月から始まった電力自由化について、 地震が起きたとき、家庭で役立つ「マイコ
ンメーター復帰方法」などをクイズ形式で
最新情報をお届けいたします。
学べます。

「多世代を巻き込む防災訓練のススメ
ーイザ！カエルキャラバン！編ー」

子どもから大人まで多世代が参加できる防
災訓練のポイントとは？他地域事例の紹介
や、プログラム体験などを通じてその秘密
をお伝えします。

■ 展示

「簡単にできる暑さ対策とその効果」

「住まいと住まい方の工夫」

横浜国立大学准教授

株式会社チームネット代表取締役

田中 稲子（たなかいねこ）

甲斐 徹郎（かいてつろう）

通風、遮熱など快適に過ごすための住まい
洋光台北団地の住戸における、夏の住まい
方の工夫に関する実験結果の報告をします。 方の工夫について、わかりやすく、楽しく、
レクチュアします。

「まちづくりの小さなアイデア展
ーこんなのあったらいいな in 洋光台ー」

「消費電力計デモンストレーション」

次世代スタイルワーキングでこれまでに提
案された、まちづくりの小さなアイデアを
絵にします。

家庭の分電盤に簡単に設置できる消費電力
計のデモンストレーションを行います。
スマートシティ企画株式会社
国際航業株式会社

首都大学東京小泉研究室

③

NPO 法人プラス・アーツ理事長

永田 宏和（ながたひろかず）

「洋光台ジャイアントマップ
ーこんなところが好き in 洋光台ー」
昨年ヒアリングした街のお気に入りの場所
をプロットした巨大な洋光台の地図を展示
します。
（ゴジラの足跡つき）
首都大学東京小泉研究室

「みんなで取り組む温暖化対策」
待ったなしの課題「地球温暖化」を食い止め
るために、私たちにできることを紹介します。

横浜市温暖化対策統括本部

■ ワークショップ
「つくろう！洋光台バッジ
by ３D プリンター」

「オリジナルの
ミニプランターをつくりましょう！」

「間伐材を使ったコースターづくり」

3D プリンターを用いて、お住まいの丁目の形を
したオリジナルバッジを制作します。同時にまち
づくりのアイデアのヒアリングを行います。

ペットボトルでオリジナルのミニプランターを
製作します。花の苗もプレゼント。同時にまち
づくりのアイデアのヒアリングを行います。

長野・東京ガスの森の間伐材を使って、環境に優
しい、おしゃれなコースターを作りましょう。

⑩

⑪

首都大学東京小泉研究室

首都大学東京小泉研究室

■ 会場
サンモール 洋光台
駅前広場前
CC ラボ Short Lab
洋光台中央団地
13−2 号棟 111 号室
( 洋光台駅から徒歩１分）

⑫

東京ガス株式会社

■ 問い合わせ
銀行

公立大学法人首都大学東京 小泉研究室
サンモール
洋光台

mail : koizumi-lab@hotmail.co.jp
tel : 042-677-1111

13-2 号棟 111 号室

洋光台駅

ピーコック

Short Lab

13-2 号棟

横浜市建築局企画課 tel : 045-671-3655

