
発行/NPO法人市民活動ネットワークひとサポ
〒948-0082十日町市本町2丁目226番地1 分じろう内
TEL 025-761-7444(火曜定休)
(十日町市より運営の委託を受けています。)

2018年7月までの分…先着順にて随時受付中︕
2018年8月分…５月5日(土) 9:00 〜
2018年9月分… 6月2日(土) 9:00 〜

〒948-0082

十日町市本町2丁目226-1

TEL 025-750-7770

FAX 025-761-7445

〒948-0082

十日町市本町3丁目6-4

TEL・FAX 025-750-7771

まちなかステージ分じろう・十じろうの情報をお届け

①まずは使用したい日時が空いているか電話等で確認
②空いていたらその場で仮予約
③使用する日の10日前までに「使用申請書」を提出

HP bunjirou-10jirou.com

施設のご利用についてはお気軽に各施設へご相談ください。

お知らせ
昨年から引き続き使用している団体に加え、H29年度は多くの団体が新たに使用団体とし

て仲間入りをし、定期的に活動するようになりました。まちなかの周辺施設との連携にも動
き出した2年目を振り返ります。

貸室について

開館 9:00-22:00
休館日 曜・年末年始

18

情報ラウンジ ルーム1・2 ルーム3 和室

ルーム1 18人
ルーム2 18人
ルーム3 12人
和室 12人

プレイス1 16人
プレイス2 8人
創作スペース 16人
工作スペース 26人

創作スペースプレイス１ギャラリー 工作スペース

部屋の定員
(目安)

申込方法

予約開始日時

⼀体利用
可能



もっと知ろう︕分じろうと⼗じろうのつかい方
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ブンシツ通信 十日町まちなかステージ応援団がお届けしました

分じろうと十じろうの設計案は100弱にも上る提案書
の中から選ばれました。
その提案書の中で特に目立ったのが「アーケードを
延長させる」という考え方。雁木状の空間をつくること
で、建物内外に人の循環を促し、まちなかに活動を
浸透させ、活動の場が育てられていくというものでした。
ワークショップや様々なリサーチを経て出来上がった
ものが、両施設とアーケードの間にある半屋外空間
「マーケット広場」です。分じろうは道路に面していた既
存の外壁の位置を道路から後退させることで、十じろ
うは既存のポーチを天井の高いマーケット広場に作り
替えることで、マーケット広場がつくられています。建
物内部の活動空間とアーケードがつくる交通空間の
間に、あえて用途が設定されていない中間領域のよ
うな空間を設けることで、マーケット・催し物・パーティー
や、木製サッシを開け広げて内部と一体的に利用す
るなど、様々な活用のされ方をしています。

マーケット広場
ブンシツ通信 03 連載コーナー

分じろうと十じろうって何の施設？
分じろうと十じろうは、市⺠のみなさんが市⺠活動や交流を⾏うための拠点

「まちなかステージ」です。

実際、どんなふうに使えるの？
フリースペースや用途さまざまな貸室があります。

最後に、分じろう・十じろうの設計を担当してくださった
⻘⽊淳建築計画事務所の2人に近況を伺います。

分じろうの設計担当の竹内吉彦です。両施設のオープン後は東京に戻っ
て仕事をしていますが、今でも数か月おきに十日町に来る機会があり、そ
の度に少しずつ皆さんに育てられていっている分じろう・十じろうの様子
を見て嬉しく思っています！こんなに面白い現場はなかなか無いので、今
後の成⻑も楽しみにしています！

十じろうの設計担当の笹田侑志です。同じく十日町の仕事が一区切り
してからは東京に戻って仕事をしています。十日町での仕事以降、東京
以外を敷地とした設計の機会がいくつかあり、いろいろな場所を訪れる
度に十日町がいかにエネルギーに溢れた賑やかなまちであったかを思い
出します。そんなまちに生まれた幸せな分じろう・十じろうの今後をと
ても楽しみにしています。

最終回

＜ラウンジ＞
ちょっとした打ち合わせ、休憩、待ち合わせ、勉強、
作業など、共有スペースなので予約は不要︕お弁当
やお茶菓⼦を持ち込んでの飲⾷もOKです。
無料Wi-Fi完備なのでインターネットを使うパソコ
ン作業などにも使われています。
両施設2Fに自動販売機があります。

みなさんもぜひイベントを企画する際には、このマーケット広場を使ってみてくださいね。
そして、ブンシツ通信は今月で最後となります。みなさん、1年間お付き合いいただきま
してありがとうございました。

＜ギャラリー＞
可動式の展示壁2枚で3区画に区切ることができ、1区
画だけ使うことも全体を使うこともできます。
展示には上から吊るすワイヤーフックを用意。作品を
際⽴たせられるスポットライトも常設しています。
国道沿いの1階で、気軽に⽴ち寄れるギャラリーです。

１F 2 F

１F 88.30㎡

その他サービス
■トイレ（多目的トイレ有) ■FREE Wi-Fi ■チラシ・新聞・資料閲覧
■エコ商品交換（ごみ袋・トイレットペーパー★） ■自動販売機（両施設２F）
■市⺠活動相談窓⼝ [分じろう] ■印刷スペース(コピー機・リソグラフ) [十じろう]

★H30.4.1〜はじめました︕

＜和室＞
会議や体操のほか、お弁当持参で⼦ども
たちとのランチ会などにも使われます。
座卓4台と座布団、隣にミニキッチン
（IHコンロとシンク）があります。

使用料は？
１時間単位で使用ができ、通常のお部屋は昼間１時間300円〜（18時以降400
円〜）使用可能です。使用料の減免制度もあります。詳細は各施設へお問合せ
ください。

２F 24畳

笹田侑志さん

竹内吉彦さん

＜その他＞
机・イス常設の会議室が分じろう
に3部屋、十じろうに2部屋あり
ます。少人数でも使用可能です。



ｆacebookでも随時
情報発信中!
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まちなかステージをめぐる取組み Ｈ29年度の利⽤状況と取組み

3

計 59,769名

■まちなかステージ情報紙『分じろうと十じろう』No.5~No.10発⾏
(5月・7月・9月・11月・1月・3月、全世帯へ回覧）

■WEBページ、Facebookページ更新 随時
■エフエムとおかまちラジオ出演 随時

130 団体

H29.4.1〜H30.3.15時点

計 158件

来館者数10万人を突破
平成30年1月15日に、両センターの合計来館者数が10万人を突破し

ました︕平成28年4月23日に竣工し、6月より⼀般貸室を開始して1年
8か月弱での達成でした。

来館者数には、貸室利用者のほか、イベント参加者、フリースペー
スの利用者がカウントされています。

引き続きたくさんのご利用をお待ちしております。

39,156名

20,613名

計 688団体

117件

41件

643団体

45団体

158団体 381回 使用

464団体 842回 使用

主催︓NPO市⺠活動ネットワークひとサポ 共催︓NPOにぎわい
協⼒︓にぎわい知恵出しミーティング、アップルとおかまち、いこて、わっかふぇ

高校生の自主性や地域への愛着を育み、まちなかステージ６施設の協働から、ま
ちなか全体の連携を図ることを目的に初開催した学園祭です。
このイベントは、平成28年に商店街や施設利用団体などの関係者が集まってまち

なかの連携について話し合った会議を受けて生まれました。中心市街地活性化の施
設が色々完成したけれど、施設同士の連携やまちなか全体での協働が足りないとい
う現状を受け、協働のための第一歩として企画し、協力体制を作ってきました。
当日は、高校生が各施設で作品展示・レストラン・ライブ・カフェ・屋台・体験

教室などの出し物を担い、約140名の高校生がスタッフや出演者として参加しました。
高校生と施設の協働、そして会場間をつなぐ人の流れが生まれました。
まちなかから十日町市全体のにぎわいへと波及するイベントにできる
よう、さらに発展させていく予定です。

総合学習の一環で、十日町小学校6年生が1年を通してまちな
かステージを拠点に活動しました。とおか市を応援しようと決め、
PR曲の制作・ステージ発表・ブース出店・歌声喫茶などで地
域の人とふれあい、毎回元気を届けてくれました。
意見がまとまらず中止になりかけたこともあったそうですが、

最後に届けられた手紙には、地域の人の優しさ、友達の支え、
販売の厳しさ、活動を続けることの難しさや楽しさなどを学んだと
書かれていました。いつかまた、地域の人との交流や活動をし
たこの場所で活躍する大人になって戻ってきてほしいと願います。

11/12
（日）

協⼒校
十日町高校
十日町高校定時制
十日町高校松之山分校
十日町総合高校
川⻄高校
小出特別支援学校川⻄分校
松代高校
六日町高校

5/10… 施設説明、とおか市見学
7/10… とおか市PR曲発表
9/9… 市民活動見本市めっかめっか出演
11/10…とおか市ブース出店
12/7… イルミネーション飾りつけ
1/10… とおか市ブース出店

★情報紙は2か月に1度発行します。

出店内容
コースター・毛糸飾り
エコバッグ・ペン立て・
ガーランド・プラ版作り・
クイズ大会・腕相撲大会・
ダンス・合唱・休憩

コーナー

ス カ イ キ ッ ズ

が く え ん さ い



開催日︓7月27日(木)、8月17日(木)、9月28日(木)、10月26日(木) 主催︓十日町⻘年学級

開催日︓9月28日(木)〜10月1日(日) 主催︓NPO笹山縄⽂の⾥ 共催︓中条地区振興会

十日町高校・十日町総合高校・六日町高校の
写真部が、笹山じょうもん市をはじめとする笹山縄
文を撮影した写真を合同展示しました。
直火で焼かれる食べ物や風景のほか、多くの生

徒が、縄文衣装を身につけたり踊ったりして縄文文
化に親しむ地域の人々の笑顔を切り取っていました。
高校生は撮影を通して地域を知り、高校生の視点
から見た縄文世界の魅力が発信されました。

開催日︓1月20日(土) 主催︓未来プロジェクト＆フォルトネット
地域共生を目指し高齢者・子ども・障がい者をつ

なぐ未来プロジェクトと、ひきこもり支援団体のフォ
ルトネットが共同で企画。先生として定年後のお父

さんたちに声をかけ、大人も子ども
も夢中になってこまを回していました。
節季市と相まって、懐かしの遊び

の継承と多世代交流の場としてにぎ
わっていました。

開催日︓2月17日(土)
主催︓認知症フレンドシップクラブ新潟⿂沼事務局、フレンドシップフォーラム実⾏委員会

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して
活動する団体が、大阪の若年性認知症の当事者団
体を招いて講演会を開催。単なる講演だけでなく、
音楽ライブや交流会も取り入れ、一緒に楽しむことを
重視しました。参加者は、当事者と周囲の人がこうし
てつながりを持つことの大切さを感じ取っていました。

開催日︓8月10日(木)、10月23日(月)、12月23日(土)、3月23日(⾦) 主催︓シェア飯10

地元の人と移住者の懸け橋になる場を作りたいと、
移住者のグループが長岡の例を参考に始めた一品
持ち寄りの食事会。毎月23日に、分じろうのほか市
街地の会場で開かれています。
楽しむ心があればよし、肩ひじ

張らない家族の団らんのように、
移住者と地元の人が気軽に集え
る交流の場が生まれました。

小学生～70歳代の11名のおもちゃドクターが月に
一度病院を開設し、壊れたおもちゃを原則無料で

修理しています。大切なおもちゃ
を手に毎月多くの子どもが駆けつ
け、治療待ちのおもちゃがズラリ
と並びます。開設から5年が経ち、
困ったときの頼れる病院として地
域に定着してきています。

開催日︓毎月第3土曜日（2月は第4) 主催︓十日町市社会福祉協議会

開催イベントの振り返り
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誰でも参加可能なワークショップを4か月連続で開催。
身近で使えるものを制作してみ
る青年の夜学として、参加者は
真剣な表情で挑戦。完成品
を手に笑顔が見られました。
夜間も取り組める創作学習の

場として活用されました。

両施設合計158のイベントの中から⼀部をご紹介︕

めし てん


