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■ 会場：洋光台北団地集会場、洋光台西公園■ 会期：2018 年 3月 3日 ～3月 7日 ,  3 月 9日～ 3月 11日

■ 主催：首都大学東京小泉研究室+洋光台次世代スタイルWG
　　　　 洋光台まちづくり協議会

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。

参加費無料・事前申し込み不要。   気軽に参加ください。
□ 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
横浜国立大学建築環境工学研究室、東京ガス株式会社
国際航業株式会社、エンコアードジャパン株式会社
スマートシティ企画株式会社、PoD株式会社、凸版印刷株式会社
横浜市、独立行政法人都市再生機構
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首都大学東京 小泉研究室
麻布大学 介在動物学研究室
凸版印刷株式会社

「一日動物広場  in 洋光台」

15:00~ 麻布大学講師　大谷伸代　
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首都大学東京教授　小泉雅生

麻布大学講師　　　大谷伸代　
首都大学東京助教　猪熊純

「動物を通じたコミュニティ」

横浜国立大学准教授　田中稲子

「暖かい住まいを考えよう
ーDIY 断熱@洋光台のススメー」
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首都大学東京 小泉研究室
独立行政法人都市再生機構
国際航業株式会社
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東京ガス株式会社
横浜市
エンコアードジャパン株式会社
スマートシティ企画株式会社
PoD株式会社

首都大学東京 小泉研究室

「洋光台まち歩きマップ
ーこんなところが好き in 洋光台ー」

「次世代ライフスタイル展示」

　   横浜国立大学  
       建築環境工学研究室

「住まいと住まい方の工夫」

「心と体の健康維持
　　　 ー動物が持つ力ー」

10:30~
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スマートシティ企画株式会社
PoD株式会社

「まちの隠れた資源
発掘プロジェクト」

会場：洋光台西公園

会場：洋光台西公園
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首都大学東京 小泉研究室

「つくろう！洋光台バッジ
by 3Dプリンター」 

会場：洋光台北団地
　　　集会場

会場：洋光台北団地集会場

会場：洋光台北団地集会場

これからのライフスタイルを考える
　　　　　　　　     　　　　in 洋光台

10:00~

（日）（金）（土）  （水）
3/3 - 7 ,  3/9  - 11

会場：洋光台北団地
　　　集会場
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平日 13:00~17:00 土日 10:00~17:00
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集会所にある卓球
台を使って、楽し
く卓球を体験。卓
球が得意な人の飛
び入り参加も大歓
迎！

集会所にあるピア
ノを使って、触っ
て遊んでみましょ
う。ピアノが得意
な人の飛び入り参
加も大歓迎！

■3月スケジュール

■ ワークショップ

首都大学東京  小泉研究室

「つくろう！洋光台バッジ by ３Dプリンター」

「一日動物広場 in 洋光台」

公立大学法人首都大学東京 小泉研究室
mail : koizumi-lab@hotmail.co.jp　　tel : 042-677-1111

スマートシティ企画株式会社　PoD株式会社

「まちの隠れた資源発掘プロジェクト」

□団地に広がるハーモニー□団地とひとをつなぐピンポンラリー

横浜市建築局住宅再生課 tel : 045-671-2954

展示・テーブルトーク会場：洋光台北団地集会場
一日動物広場会場：洋光台西公園
( 洋光台駅から徒歩 7分）

駅前郵便局

洋光台中央団地

〒
イトーヨーカドー

洋光台駅

洋光台西公園

洋光台北団地集会場

■会場

首都大学東京 小泉研究室
麻布大学 介在動物学研究室

凸版印刷株式会社

横浜国立大学 建築環境工学研究室

「住まいと住まい方の工夫」

まちあるき
マップ写真

首都大学東京 小泉研究室

「洋光台まち歩きマップーこんなところが好き in洋光台ー」

■展示
「次世代ライフスタイル展示」

次世代スタイルWGメンバー

■テーブルトーク

大谷 伸代

麻布大学講師

麻布大学講師

（おおたに のぶよ）

（おおたに のぶよ） 会場：洋光台西公園

「心と体の健康維持ー動物が持つ力ー」

「動物を通じたコミュニティ」

田中 稲子 横浜国立大学准教授（たなか いねこ）

 

「暖かい住まいを考えようーDIY 断熱＠洋光台のススメー」

■ お問い合わせ

動物とのふれあいを通じた、多世代交流の
場を作り出します。様々な動物に触れたり、
餌やりをすることができます。

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。

まちに埋もれている、ひとやものといった資源を活用し、まちの
活性化をはかっていきます。

これまで団地の一室で行ってきた夏・冬の
温熱環境の計測結果を示しながら、簡易に
できる具体的な室内の環境改善手法の紹介
と効果を解説します。

これまでのヒアリングをもとに、町のお気
に入りの場所や、面白い場所の情報をまと
めました。防災・健康・交流のジャンルご
との地図を展示します。

3 カ年の WG の活動を踏まえ、昨年度、地域
のニーズが高かった「自習室」や、参加企業
によるまちづくりのアイデアなど、次世代に
続く、まちづくりのアイデアを展示します。

高度に機械化された現代においても、人は
自然や動物との関わりを求めるものです。
中でも動物との関わりが、人の心と体の健
康にもたらす効果について紹介します。

動物を通じたコミュニティの醸成など、動物との関わりから拡
がるまちづくりについて考えてみます。

「日本の住まいは冬寒い」が当たり前になっ
ていませんか？冬、暖かく快適に過ごすた
めの簡易な工夫と効果を見ながら、自宅で
できる工夫を一緒に考えましょう。

卓球体験の持ち物：ラケット (お持ちの方 )、室内シューズ、動きやすい服装、タオル

3 ( 土 ) 4( 日 ) 10 ( 土 ) 11 ( 日 )5 ( 月 )  ～  7 ( 水 )、9 ( 金 )

⑤①10:00~17:00 ⑤①10:00~17:00⑤13:00~17:00

※8日の展示はありません

⑤①10:00~17:00

⑥10:30~11:30

③13:00~17:00

パネリスト：大谷 伸代　　

　　　　　　猪熊  純　( いのくま じゅん )

　生雅 泉小：     会　司　 ( こいずみ まさお )
首都大学東京教授

首都大学東京助教

⑤①10:00~17:00

12:30~14:30 ②
15:00~16:30 ④


