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さびしいなぁ…

悲しいなぁ…

もうにぎやかだった

子ども達の声も聞こえない……

2011年 3月

千町保育所閉園へ

今の校舎が出来たのは1978年4月1日のことでした。新校舎ではたくさんの園児

がたくさんの時間を過ごしました。入学式、七夕まつり、運動会、クリスマス会、

お遊戯会、卒園式…。楽しかったこと、うれしかったこと、悲しかったこと、悔し

かったこと…。友達と共に過ごした思い出は今でも卒園生の胸の中に刻まれて

います。

しかしその後、社会も環境も大きくかわり保育所の近隣には少しずつ子どもの姿

が見られなくなり、千町保育所、国吉保育所、中川保育所の3つの保育所の統合

が決定。最初の卒園生が巣立ってから33年目の春（2011年4月）、新しく建てら

れた夷
い す み

隅保育所が完成し、2011年3月11日最後の卒園生、1クラス、11名を見送

り、千町保育所は閉園しました。
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でも！！ まだまだぼくは使えるよ！
誰かぼくを使ってよ！

入口
入口

床 畳

入口 入口
舞台

渡り廊下

園庭

調理室

教室
① 約36㎡

②～⑤ 約42㎡

① ② ③ ④ ⑤

トイレ

ホール
約76㎡

駐車場  駐車可能台数：30台
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おや！？ 誰か来たぞ！？

何が始まる
のかな…？

！？
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すごい
たくさん

　 の人！

“平成23年度いすみ市まちづくり市民提案事業”を活用し、「ちまち☆プロジェクト

～空き保育所を活用した地域活性事業～」として「自然の恵館」主催の夷隅きゃら

ぶき普及会の皆さんと一緒に市民マーケットを企画。2012年2月にプレイベント

「自然の恵館」1日限定カフェをオープンし、同年3月より「いすみライフマーケット

inちまち」としてスタート。現在、毎月第2日曜日に開催しています。「いすみであれ

これむすばれる」をコンセプトに、千町保育所跡地にて、お年寄りから

子どもたちまで、市民の方もはじめていすみにいらした方も、みなさん

楽しく交流し、ご参加いただけるマーケットとして賑わっています。

「平成23年度～ 25年度 いすみ市まちづくり市民提案事業」
「平成25年度～ 26年度 都市農村共生・対流総合対策交付金事業（農林水産省）」を活用

"いすみライフマーケットinちまち"（ちまちマ）って？

わぁ!! すごーい！
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保育園のときとはまた違った人たちも こんなにたくさん来てくれるなんて…
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うれしぃなぁ！
たのしぃなぁ！

またたくさんの子ども達が
 帰ってきてくれて…

私は千町保育所の卒園生なので閉園はとてもさみしく思

いました。ですが、閉園後の活用を考えて下さる皆さんと園内に入った

時はとても嬉しくワクワクしました。懐かしい園内を見て有効活用したい

という思いは強くなり、いすみ市まちづくり市民提案事業を活用した「ちま

ち☆プロジェクト～空き保育所を活用した地域活性事業～」が始まりまし

た。地域の皆さんに愛着のある場所だからこそ子どもから大人まで、ま

た地元の方や移住された方など様々な方の「交流の場」になるようにと思

いました。空き施設となった保育所を借りることから準備に時間もかかり

ましたが、地元のお母様方「夷隅きゃらぶき普及会」さんのご提案や出店

者さんなどのご協力もあり「いすみライフマーケットinちまち」がスタート

しました。当初は自主企画も考えていましたが、出店者さんなどから企画

やアイデアも生まれ、遊びに来て下さる方も増え進化してきています。こ

こをモデルとして今後増えてしまうであろう空き施設も地域の皆さんと一

緒に大切にできればと思います。

ここにきて「私はここで何したいかな？」とご自身の楽しむ場所として施設

の活用を一緒に考えていただけたらと思います。

開催までの思いとこれから
NPOいすみライフスタイル研究所 理事長　髙原和江
いすみ市出身・在住
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ちまちクッキング教室 （夷隅きゃらぶき普及会 主催）

 太巻き寿司作り体験

～「自然の恵館」～

憩いの場、お茶カフェ開店！

カフェ

活動情報／きゃらぶき等の加工品を販売（いすみ鉄道売店、ごじゃ箱 、夷隅農産物直売所）

「夷隅きゃらぶき普及会」は、1990年に夷隅町ふるさと産

品としてきゃらぶき（ふきの煮）の加工を委託されて、メン

バーは新しくなりましたが、現在に至っています。私は、過去に千葉県生活研究

会の会長や、全国豊かな村づくりの審査員を務めた経験から、空き施設の数々

の事例を視察し、千町保育所跡地を活用したいと思ったのです。無添加にこだ

わり、安心安全な食材を提供したいという思いで「自然の恵館」カフェを跡地内

に作りました。これからますます高齢化社会になるからこそ、我々が元気溢れる

空間にしていきたいと思います。

夷隅きゃらぶき普及会
会長  隺

つ る お か す が こ

岡寿賀子さん
いすみ市出身・在住
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流木モビール作り
（わっくわっく企画）

みんなで花の絵
（わっくわっく企画）

つるし雛が美しいひなまつり

夏祭り

秋の運動会

流しそうめん

餅つき大会

くつつくりカフェ
 （わっくわっく企画）

流木モビール作り
（わっくわっく企画）

みんなで花の絵
（わっくわっく企画）

季節の
イベント

活動情報／いすみ市中心にイベントを企画開催。　facebook.com/wakkuwakku

2013年より親子で楽しめる「わっくわっく」を不定期です

が開催しています。娘の保育所を通しての案内で『ちまち

マ』を知り、和やかで子ども達がのびのびと過ごせる場所として利用しています。

その後「子どもとより楽しめる事を、ここでやってみたいな！」と思い活動を始め

ました。整った会場、主催団体のサポート等、環境が揃ってあるお陰で活動が

継続できました。これからも子育て中の「発見・やってみたい」体験イベントを企

画していき、「地域の子育て環境を、より豊かにする一端を担えたら」との思いで

す。ここは子育て時間を様々な方と共有出来る場所です。

親子イベント企画 わっくわっく
代表  山辺文

あ や え

恵さん
いすみ市在住　移住 8 年目
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活動情報／あつまんべ市（大多喜町）、房総スターマーケットなどに出店。　facebook.com/kanocokanoco

私はオリジナルのハンコを制作し、販売やワークショップ

をしています。一児の母として仕事の環境は限られます

が、イベント出店は自分のペースで取り組みやすいのが魅力です。ちまちマは毎

月イベントがあり、楽しみながら買い物と体験ができて家族連れの方が多いのが

いいですね。一緒に来る娘が自由に遊べるスペースがあり、私は安心して仕事

ができます。誰でも得意なものを活かして出店に興味がある方は始めやすい場

所だと思いますね。活動していると、出店者同士も仲良くなり、販売の見せ方の

工夫も学べて、お客様の反応が分かることも楽しいと思います。

ハンコアート k
か の こ

anoco
店主  小畑恵さん
夷隅郡在住　移住 11年目

マーケットでは沢山のお店が出店！

小商い

取扱店／直売所：土楽の里 、ごじゃ箱岬店、夷隅農産物直売所  以上いすみ市 、朝市 、菜鮮箱  以上一宮町

いすみに移住してから「子どもに美味しいパンを作りた

い！」と思ったのがパンを作る始まりでした。ちまちマが

始まる時から毎月出店しています。店舗を持たずに直売所などに販売している

ためお客様の声が聞けませんが、「あのパン美味しかったよ！」と購入したパン

の感想をもらえるのが嬉しいです。その意見が新しいメニューを作るヒントに

なっています。子どもを連れて来ますが、保育所跡地なので外の様子が見えるし

色んな人が見守ってくれるので安心です。出店者同士も仲が良くて子ども達は自

由に遊んでいて、ここは子どもも大人も楽しめる温かい空間ですね。

天然酵母のパン f
ふ み き

umiki
店主  佐々木文紀さん
いすみ市在住　移住 15 年目
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世界各国から視察に訪れたみな
さまが、夷隅きゃらぶき普及会協
力の下、伝統料理の太巻き寿司
づくり体験をしました。

保育所内の教室を利用して、様々
なイベントを企画。中には男女
の出会いを応援する合コン企画
も開催しました。

「自然の恵館」にてツアーの昼食
を頂きました。地元の旬な野菜
をふんだんにつかったお母さん
の手料理が大変好評でした。

いすみライフマーケット inちまち
で開催。誰でも参加自由のフ
リーマーケット。ゆずり・ゆずら

れ、環境にもいいですね。

古民家ライフツアー

いろいろなイベントスペースとして利用

フリーマーケットをしよう！

コミュニティ
活動

～ 太巻き寿司づくり体験～

JICA 研修
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いすみ市の豊かな自然と多様な
生き物を未来に残すため、多く
のいすみ市民が集い、意見交換
をしました。

地元の方、移住者、行政、民間、
学生など、様々な立場の方が集
いこれからの未来について意見
交換を行いました。

生物多様性 市民会議

いすみフューチャーセッション

コウノトリが住む地域を目指して

コウノトリ像：作／奥村雄司

いすみの
未来を考え

峰谷営農組合は千町保育所跡地近くにある神
か み お き

置地区

の米農家からなる組合です。いすみ市には「自然と共生

する里づくり連絡協議会」があり、その農業部会で無農

薬米栽培の取り組みが始まり、峰谷営農組合も参加し

ました。初年度は手探りの試みで大変でしたが、2年目

からは農業部会で講師に稲葉光國先生をお招きしました。研修会を開き取り組

み始めた頃、無農薬米のシンボルであるコウノトリが兵庫県豊岡市から飛来し

ました。この出来事は大変嬉しい事でした。ちまちマでは「自然と共生する里づ

くり」秋の収穫祭として、お米の試食・販売と活動報告を行いました。ここは地

元の方はもちろん、移住して来た方も集まる場所なので、様々な人の声が聞け

て、今後の取り組みに向けて大変参考

になりました。これからは生産者と消

費者の「交流」が大事だと思います。

2015年から、いすみ米のオーナー制

度にも取り組みます。また新しい交流

が生まれるのが本当に楽しみです。

生き物を育む里山作りのお話
峰
み ね や

谷営農組合  組合長  矢澤喜久雄さん

インタビュー ：

（インタビュアー・文／宇井里実）
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海のある町に憧れて、いすみ市が気に

入り移住して来ました。チェコの伝統

文化「マリオネット」を、自分の子どもや

多くの人に伝えていきたいという思いか

ら、日本に来て本格的に始めました。

地方はエンターテイメントとの関わりが

特に少ないので、マリオネットは年齢や

文化問わず、楽しんでもらえるものとし

て良いと思います。劇を見ている子ど

も達の表情はとても真剣で、一人一人

の反応を見て演じるのが楽しいです。

以前から食にも興味があり移住を機

に、無添加のラーメン屋「パラダイス

軒」とケータリングをしています。いす

みで出会った仲間とバンドも結成しま

した。ちまちマではラーメンの出店を

しながら、バンド演奏をして子どもと一

緒に盛り上がりました。なんといっても

自分自身が楽しめるのがちまちマの醍

醐味です。元保育所だからこそ、懐か

しく落ち着いてのんびり過ごせるので

しょう。この場を介してもっと音楽の

楽しさも伝えていきたいです。

「ちまちマ」ってどう？
聞かせて！

ちまちマには家から近いの
で

娘と遊びに行きます。

子どもはいろんな人と触れ
合えて、

私は大人の空間で過ごせる
ので、

自由に遊べてとても居心地
がいいです。

普段の生活以外での

新しい出会いが出来るのも
いいですね。

いつも楽しみです！

私は迷路ゲームが大好き！

友達と会えるから嬉しいで
す。

いすみ市で育ち、独学で芸術を学び、

夏は家業の漁師もしています。芸術か

ら始まる人とのつながりが好きで、イベ

ントを企画しています。ちまちマでは

わっくわっく企画でコラボ出店し、「流

木モビールづくり」体験などをしました。

テーマは、「自分の感動をみんなと共有

した作品を作る」ことです。子ども達の

感性を生かせるような場をつくったとこ

ろ、真剣に取り組んでいて、親もとても

楽しそうでした。千町保育所跡地には、

子どもの笑顔をイメージした絵を寄付

しました。

マリオネット劇場 地元ロックバンド ふさふさ本舗

絵師　関根大貴さん
いすみ市出身・在住

よく遊びにいらしてくださる

親子にお話を聞きました！

パヴェル・ベドゥナーシュさん
（チェコ出身）石井栄子さん

いすみ市在住　移住 5 年目

伊藤文隆さん
いすみ市在住　移住 12 年目

お母さん（30代）

娘（7歳）

活動情報／ウェブサイトで
発信中
www.return-japan.com

活動情報／パラダイス軒：
イベント出店は不定期
ふさふさ本舗：イベントで
演奏

活動情報／イベント出店
は不定期
facebook . com/da ik i .
flower

▼ 娘さんが書いてくれた手紙

ライブペイント

劇 音楽演奏
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開催日 プログラム名 来場者 / 参加数 出店数

2012/2/19 自然の恵館1日限定カフェ 200名 4店

2012/3/11 第1回　いすみライフマーケット inちまち 450名 32店

2012/7/8

第2回　いすみライフマーケット inちまち 360名 13店

第2回いすみコン　大人のリアルけいどろ 15名 ─

エナジー・アイ体験企画 200名 ─

2012/8/12 第3回　いすみライフマーケット inちまち 180名 24店

2012/9/9
第4回　いすみライフマーケット inちまち 270名 12店

エナジー・アイ体験企画 10名 ─

2012/10/8 第5回　いすみライフマーケット inちまち 300名 22店

2012/11/11 第6回　いすみライフマーケット inちまち 350名 28店

2012/11/28 癒しフェスタ 50名 8店

2012/12/9 第7回　いすみライフマーケット inちまち 240名 18店

2013/1/17 JICA研修（太巻き寿司体験） 20名 ─

2013/1/27 第8回　いすみライフマーケット inちまち 300名 24店

2013/2/17 第9回　いすみライフマーケット inちまち 400名 20店

2013/3/3

第10回　いすみライフマーケット inちまち 350名 23店

いすみ謎解き企画（第４回いすみコン） 26名 ─

第2回いすみ種の交換会 25名 ─

2013/4/14 第11回　いすみライフマーケット inちまち 250名 15店

2013/5/12 第12回　いすみライフマーケット inちまち 180名 24店

2013/6/9 第13回　いすみライフマーケット inちまち 210名 19店

2013/7/14 第14回　いすみライフマーケット inちまち 400名 25店

2013/8/11 第15回　いすみライフマーケット inちまち 400名 27店

2013/9/8

第16回　いすみライフマーケット inちまち 380名 24店

自然と共有する里づくり収穫祭
200名

─

いすみ市・峰谷営農組合企画 ─

2013/9/24 いすみフューチャーセッション 50名 ─

2013/9/25 上智大学川西ゼミ　プレゼンテーション発表会 30名 ─

開催日 プログラム名 来場者 / 参加数 出店数

2013/10/13 第17回　いすみライフマーケット inちまち 380名 21店

2013/11/10

第18回　いすみライフマーケット inちまち 250名 25店

自然エネルギーパネル展示
80名

─

いすみ自然エネルギー推進協議会 ─

お魚さばき方道場 15名 ─

2014/1/12 第19回　いすみライフマーケット inちまち 350名 29店

2014/2/9 第20回　いすみライフマーケット inちまち 300名 16店

2014/2/14 夷隅きゃらぶき普及会ありがとうパーティー 40名 ─

2014/3/9
第21回　いすみライフマーケット inちまち 250名 32店

第3回いすみ種の交換会 16名 ─

2014/4/5 千町開放日　お花見 15名 ─

2014/4/11 第22回　いすみライフマーケット inちまち 250名 11店

2014/4/29 夷隅きゃらぶき普及会　季節の花を生けよう 15名 ─

2014/5/11 第23回　いすみライフマーケット inちまち 260名 17店

2014/6/1 自然と共有するいすみ市の将来を考えるつどい
テーマ「こどもたちの未来へのライフスタイル」

30名 ─

2014/6/8 第24回　いすみライフマーケット inちまち 180名 11店

2014/6/14 ちまちホタル夜会 20名 ─

2014/6/16 自然と共有するいすみ市の将来を考えるつどい
テーマ「豊かな教育・文化」

20名 ─

2014/7/13 第25回　いすみライフマーケット inちまち 300名 12店

2014/7/26 ANELA 280名 ─

2014/8/10 第26回　いすみライフマーケット inちまち 300名 9店

2014/8/17 第1回　ちまちクッキング教室 9名 ─

2014/9/16 第27回　いすみライフマーケット inちまち 200名 13店

2014/10/12
第28回　いすみライフマーケット inちまち 250名 16店

第2回　ちまちクッキング教室 6名 ─

2014/11/8 地域交流会&BBQ 7名 ─

2014/11/9 第29回　いすみライフマーケット inちまち 200名 13店

2014/12/14 第30回　いすみライフマーケット inちまち 400名 18店

千町保育所跡地利用履歴　2015年2月現在

※来場者数・参加数は概算も含まれます つづく…
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千町保育所跡地     住所：〒298-0104　いすみ市松丸2858

アクセス：JR大原駅よりいすみ鉄道に乗り換え国吉駅まで20分、
 国吉駅より車で約10分　
 圏央道茂原・長南ICより約30分

千町保育所跡地

千町保育所跡地は、たくさんの方のご協力で成り立っています。
これからの新しい活用を考えていますので、
みなさまからのアイディアをお待ちしております。

詳しいことは、お問い合わせください。

【お問い合わせ】 NPO法人いすみライフスタイル研究所

主な事業：情報発信／地域間交流／移住・定住促進のためのツアー企画・運営／相談窓口の開設／
魅力あるつくり手の発掘・販売サポート／映像制作・コンテンツ／空き店舗・空き施設活用　など

住所：〒299-4692　千葉県いすみ市岬町長者549 (いすみ市役所庁舎内）

OPEN:  平日・土曜日　８時３０分～１７時まで
TEL:  0470-62-6730　　FAX:  0470-62-6731
E-Mail:  isumi-style@bz03.plala.or.jp 
Site:  http//www.isumi-style.com
Facebook:  https://www.facebook.com/ISUMISTYLE
twitter:  https://twitter.com/@isumistyle

【 STAFF】

発行：NPO法人いすみライフスタイル研究所／いすみ未来のふるさと協議会

協力：夷隅きゃらぶき普及会

編集：石川良樹・髙原和江・三星千絵・宇井里実

デザイン・イラスト：荒川慎一・佐藤有［D-KNOTS］ http://www.d-knots.com

平成26年度農林水産省都市農村共生・対流総合対策交付金事業

【アクセスMAP】
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