
Ｈ２７千歳市ジュニア景観士講座　子どもまちなみ探検隊1４
●１日目は、ママチ川周辺コースを探検しました。

１．本講座の概要

　この講座は、都市景観に対する意識の高揚と公共心の育成を図ることを目的として、市内の小学３～６年生を

対象に平成１５年から実施している景観学習です。今回は市民団体（FPｽﾍﾟｰｽ千歳）と協働で、８月１日（土）

・８月２日（日）の２日間の日程で開催しました。

　講師には、千歳市景観アドバイザーの特定非営利活動法人　旧小熊邸倶楽部　東田秀美（とうだ　ひでみ）さ

ん、ＮＰＯ法人景観ネットワーク　植田　暁（うえだ　さとし）さんを迎え、総勢４３人（子ども２０人）の参

加者で２日間にわたって熱心にとりくんでいただきました。

　講座では、講師の方々の指導により景観について学ぶとともに、住宅地やママチ川周辺、勇舞川周辺などを、

カメラをもって探検し、まちなみのようすが一目でわかる「探検マップ」を作成してもらいました。

　子どもたちの探検の様子をどうぞご覧ください。

　　【　まちなみ探検のコース　】

　　○第１日目（８月１日、天候：はれ）　　・ママチ川周辺コース

　　○第２日目（８月２日、天候：はれ）　　・勇舞川周辺コース

２．講座のようす

　①第１日目
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AM 9:30 講座のはじまり、はじまり～

主催者のFPｽﾍﾟｰｽ千歳（北原さん）

からの挨拶です。
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おはようございます。２日間よろしくお願いします。

皆さんにはカメラで写真を撮ってもらいます。
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AM 9:35 景観アドバイザーである植田さんから、

ジュニア景観士講座の目的などに、

ついて教えてもらいます。

8 ki
＜植田さん＞

皆さんが聞き慣れない「景観」について

説明します。 「景観」とは・・・

うえだ

けいかん

せつめい けいかん

き な

けいかん

みな

AM10:20 いよいよ探検のスタートです。
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ウブが見ることができるよ。 朝日町８丁目の住宅地は、

航空機の騒音が大きかったため

に移転が進められた地区だよ。

東雲町周辺は、昔は役場や

お店、旅館などがあり、とて

もにぎわっていた場所だよ。
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PM 1:00 探検の成果をまとめましょう。

個人で撮った写真をたくさん貼って１日

目の作品をつくります。

PM 2:30 出来上がった探検マップで発表会。

１日目はこれで終了です。

どの写真にしようかな・・・

8 ki僕が探検で気になった景観は

ここです！
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　②第２日目 PM 1:15 ２日目は、みんなと協力して

グループでひとつの作品を作ります。

か め

PM 2:55 皆さんはジュニア景観士に認定され

ました。千歳が美しいまちであるため

に、景観を守り育ててください。

だい か め

AM 9:30 ２日目の講座の始まりです。

まずは、オリエンテーション・・・

8 ki今日の日程は・・・

AM 10:20 ２日目の探検スタート！

その前に、記念撮影。

勇舞川沿いには、勇舞すこやか

公園やせせらぎさわやか公園が

あるよ。

勇舞川を注意深く観察する

と、水が湧いているのが、

あちこちで発見できるよ。

ゆうまいの森は、昔のままの

自然林が残り、自然と触れ合う

ことができるよ。
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8 kiみんなでマップに貼る写真を選ぼう！

PM 2:30 グループ発表です。

グループで作った作品の説明をします。

8 ki
私たちはこの景観を発見しました。

PM 3:10 最後に、千歳市景観アドバイザーの

２人から、２日間の感想をもらいました。
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●子どもの視点で見た千歳のまちなみ
こ してん み ちとせ

＜２日間の子どもたちの発見＞

・ママチ川はとても色がすき通ってきれいでした。これは千歳の

特別な場所です。

・道ががたがたで歩きづらいから少しなおしてほしい。

・道路の所に草が生えているのにほっといて、公園はお手入れし

ていて、それなら道路の所の草抜きをしてほしいと思いました。

・せっかく見ためがいい橋なのに壊れているのがかなしいです。

・川が曲がっていておもしろい。

・自然がいっぱいひろがっていてきれい。

・緑がキレイなあじさい＆ユニークな電灯＆いけがきがありま

した。とってもキレイでした。また、行きたい！

8 ki今日からみなさんはジュニア景観士

です。いつもまちを気にして歩いてみ

よう。良いところは更に良くなるように、

悪いところはどうしたら良くなるか考え

てみよう。そうすれば、景観はどんどん

良くなっていくよ！！

-----------------お問い合わせ先-----------------

千歳市企画部まちづくり推進課都市計画係

TEL  0123-24-0461

ホームページ

E-mail    machi@city.chitose.hokkaido.jp

子どもまちなみ探検隊 検索
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●２日目は、勇舞川周辺コースを探検しました。
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