
平成30年度二宮町町民活動推進補助金活動報告

共感でみんなの力を集めて、
二宮町内の地域の光を輝かせ、
二宮から楽しく生活文化を全国発信しましょう。

吾妻山、旧山川邸、東大二宮果樹園跡地
＝みかん・愛（キーワード）

住民が主役の共育のまちづくりが夢 まちづくり工房「しお風」



地域活動者、農漁業者、商工業者などの様々な分野の連携

もてなし、ふれあい、自己表
現や創造するライヴ感

町歩き、イベント、みかん狩り、逸品づくり、防災など

教育、生涯学習、
人材育成

健康、福祉、
子育て・子
育ち支援

経済行為
の活発化

二宮町に
幸せと笑顔が
いっぱい

住民の力で地域の光を輝かせ

体験 参加

来町者 ファン

コミュニティを育む

まちなかで楽しく活動しながら
生活文化を見える化

菜の花の花言葉は
「小さな幸せ」

まちなか❤遊学文化

若い人たち
女性が

活躍できる場



まちなか❤遊学文化段階的な環の広がり

第1の環
2012～2014年度
土壌づくり

第2の環
2015～2017年度
仕組みづくり

第3の環
2018～2019年度

形づくり

2020年度～
「しお風」から
自立させ、
実践しながら
環を拡大・充実

(1)小さな幸せが
実 感 で き る コ
ミュニティづく
り

(2)橘伝承と食を
活かした物語性
の創出

(3)遊学文化回廊
づくりとまちな
かの賑わいづく
り

(4)東大二宮果樹
園跡地の光探し
と活用

人材の把握

まちなか❤ふれ愛ま
つり
walkwalk青少年探
検隊

みかん取材青摘み
かんのレシピ・逸品
づくり

青摘み」験新聞づく
り

跡地の調査

東海大・横商大で講
義・現場ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・
シンポジウム
観光まちづくりプラン

まちなか❤遊学未来塾
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ
しお風いどコミ
旧山川邸魅力発信

湘南♡みかん育て隊
walkwalkこどもふるさと探
検隊

北口通りで遊学文化回
廊づくり試行
地域探検ツアー
walkwalkマップ
ガイドブック

野の花畑・花壇づくり
walkwalkこどもふるさと
探検隊

フェンス等で未来に伝
えたい写真展

旧山川邸登録文化財申請
への動き
しお風いどコミ充実
フェイスブックの活用
「湘南♡風と星物語」発刊

まちなかで未来に伝えた
い写真展
walkwalk地域探検ツアー
ふれ愛観光ガイド

未来に伝えたい写真展+
ギャラリートーク
建物・露頭ガイド
Walkwalk地域探検

一歩一歩実践し、
環を広げて
います。未来に伝えたい写

真展
walkwalk地域探検
ツアー
まちなか❤ほっと処

walkwalkこどもふるさと
探検隊
ミカン畑の再生

みかん青摘み・収穫体
験

walkwalk地域探検ツアー
まちなか❤ミュージアム
お店のコンシェルジュ化
山川文学散歩
みかん風のまち散歩



「しお風」静かに浸透。
地域コミュニケーション紙「しお風」19周年、walkwalk地
域探検ツアー9年継続実施、2017年11月ホームページリ

ニューアル（紙媒体・電子媒体・人媒体の連動強化）



文学・芸術・建築としても価値の高い

旧山川邸関心高まる



原則毎月第２土曜日、第4水曜日

里山再生活動として、花見、野草摘み、草いちご摘み、みかんの青摘み、みか
ん狩りなど季節ごとの里山の恵みを体感する催しを交えながら、草刈りなどの
みかん畑の手入れをしました。

当初5人から開始し、5月には読売新聞記者
から取材され、2019年3月には20名以上が
登録するまでになりました。

現在は、常時10名～15名程度が参加
するようになりました。



4月14日（土）草刈り 25日（水）草刈り
5月3日（木）みかんの花点検 11日（火）みかん畑下見

12日（土）みかんのお花見 読売新聞記者が取材
17日（木）「二宮・森のようちえん」の幼児とお母さんと一緒に

東大二宮果樹園から里山歩き
23日（水）草刈り

6月9日（土）木苺植え付けベリー畑づくり 27日（水）草刈り
7月14日（水）草刈り、みょうが収穫

25日（水）草刈り、みかんの青摘み
26日（木）みかんの青摘み

8月4日（土）草刈り
9月8日（土）みかんの青摘み
10月13日（土）草刈り 24日（水）草刈り
11月13日（水）草刈り 24日（土）みかん収穫
12月1日（土） 8日（土） 18日（火）みかん収穫
2月9日（土）富士が見えるように開拓
3月16日（土）みかんの木剪定



ｗalkwalk（ワクワク）
こどもふるさと探検隊

《1日目》７月２6日（木）

9：30～11：30 平塚市博物館

七夕のお話、紙の着物と七夕
飾りづくり

《2日目》７月29日（日）

11：00～15：00 東大二宮果樹
園跡地、みかん畑

みかんの青摘み、七夕、七夕
料理づくり、流しそうめん

《 3日目》8月1日（水）

9：30～11：30

ラディアンミーティングルーム1

七夕体験絵日記



二宮の魅力発見！
未来に伝えたい写真展

9：00～16：00
ラディアン展示ギャラリー

9月12日（土）、13日（日）

「旧山川秀峰・方夫邸と東大二宮果
樹園跡地の魅力」

3月9日（土）、10日（日）

「東大二宮果樹園跡地と旧山川邸の
光を観に。」

ギャラリートーク

「旧山川邸の実測調査とその魅力」
「諏訪脇横穴墓群の重要性」



walkwalk（ﾜｸﾜｸ）地域探検ツアー

11月10日（土）
11：00～11：30 13：00～13：30 東大二宮果樹園跡地

「建物見学ガイドツアー」
二宮町と共催で「二宮市」の中で実施。



walkwalk（ﾜｸﾜｸ）
地域探検ツアー

11月24日（土）9：30～14：00 二宮駅北口集合
「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」
主な訪問先：果樹公園、みかん畑、自然農法ぽんぽこファーム、東大二宮果樹園
跡地
東大二宮果樹園跡地は、大正15年にみかんの経済的栽培が可能という理由で開設。
内田祥三元総長の監修下で建てられたと推定される建物や様々な果樹が今も残っ
ています。跡地、跡地周辺を見て回り、みかんの収穫体験、地元の人たちとふれ
あいながら、湘南みかんの魅力や由来を発見する「体験型」ツアー



walkwalk（ﾜｸﾜｸ）地域探検ツアー
12月 8日(土) 9：30～15：00二宮駅北口集合
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」

主な訪問先：吾妻神社、吾妻山公園展望台、落花生工場、O邸自然風紅葉庭園、
旧山川邸

紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、今年湘南遺産に選定された吉田五十八
が設計した旧山川邸などを巡り、地元の人たちとふれあいながら、二宮の生活文
化や季節の魅力を発見する「体験型」ツアー



walkwalk（ﾜｸﾜｸ）地域探検ツアー
12月27日（火）13：30～15：30 東大二宮果樹園跡地
二宮層露頭見学

生命の星・地球博物館から地質、火山灰、貝化石に詳しい学芸員3
名を招いて東大二宮果樹園跡地内の露頭を3か所見学。



2018年度活動スケジュール
月 ﾜｸﾜｸ地域探検ツアー 未来に伝えたい写真展 ﾜｸﾜｸこどもふるさと探検隊 湘南みかん♡育て隊 情報発信

4
旧山川邸を湘南遺産エントリー

登録文化財申請の動き
東大二宮果樹園跡地
ﾌｪﾝｽにまちなか展示

毎月第2土曜日
第4水曜日実施

いいね手法の研修・PR
戦略の研修

5
NPO法人湘南遺産プロジェクト
サイト上での湘南遺産人気投票

みかんの花見・
野イチゴ摘み

いいねインセンティブ情
報発信

6 24日湘南遺産登録発表 探検隊子育て世代PR

7 まちなか展示替え
探検隊実施3日間
七夕のお話
二宮独自の七夕体験

8 旧山川邸実測調査 体験絵日記 みかんの青摘み
未来に伝えたい写真展
ＰＲ

9 ラディアンで開催
七夕冊子発行
体験絵日記展示

ツアーPR

10 まちなか展示替え

11
東大跡地建物見学
ツアー「湘南の残したい資産
湘南みかんのある暮らし」

湘南みかん♡育て隊PR

12
ツアー「湘南の残したい資産
生活文化と季節を感じる風景」

露頭見学
みかんの収穫

ブログ・ホームページに
情報蓄積

1

2

3 ラディアンで開催



2018年度活動の連動

湘南みかん♡育て隊

walkwalk地域探検ツアー
参加者から協力者・スタッフへ

山川秀峰・方夫・
吉田五十八ファン

湘南みかん
ファン

東大二宮果樹園
跡地活動

文化財・探検ファン

こどもふるさと探検隊

参加者

参加

協力者・
スタッフ

地域コミュニケーション紙「しお風」など様々な情報媒体を駆使してＰＲ効果向上


