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（１）ワークショップの経緯と目的

本市では，ＪＲ水郡線常陸大宮駅を中心とした総合的な「まちづくり事業」である常陸大宮駅周辺整

備事業の一環として，駅西口において，子育て支援や多世代の市民交流の場となる交流拠点として「あ

たらしい公園」整備を計画しています。

整備を進めるに当たり，学識経験者や関係団体の職員をはじめ，若者の意見を取り入れるため，大学

生や市内高等学校・中学校の生徒から構成される「常陸大宮駅西交流拠点基本計画策定委員会」を組織

し，「常陸大宮駅西交流拠点基本計画」の策定に取り組んでいます。

計画段階から積極的な市民参加を図り，より幅広い意見を取り入れるとともに，協働による「まち

づくり」を目的として，参加者を公募により募集し，市民ワークショップを開催しました。

■計画概略図

１．ワークショップの概要

西口広場

東口広場

駅西交流拠点
「公園」計画地

(敷地面積約7,500 ㎡)

常陸大宮駅



- 2 -

（２）ワークショップの概要

1）日 時：令和３年２月２７日（土）13：30～16：00

2）場 所：常陸大宮市文化センターロゼホール ２階会議室

3）参 加 者：公募市民２４名（男性７名，女性１７名）

（２０代：２名，３０代：１０名，４０代：６名，５０代：３名．６０代：３名）

4）事 務 局

主 催：常陸大宮市 建設部 都市計画課 駅周辺整備事業推進室

企画運営：株式会社柴建築設計事務所

協 力：株式会社コトブキ（ファシリテーター：株式会社コトラボ）

・当日は新型コロナウィルス感染症対策として，マスク着用，受付での検温・手指消毒を実施

・会場においても，三密の回避・換気・用具の消毒など万全を期して準備を実施

・小さなお子様用にキッズスペースを設け，親子連れでの参加に対応

会場入口 ワークショップ会場

受付 キッズスペース
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（３）ワークショップの流れ

公園づくりワーショップは，以下のプログラムにより実施しました。

① 主催者挨拶

↓

② ワークショップの進め方

↓

③ 参加者自己紹介

↓

④ 情報のインプット

↓

⑤ グループワーク１（10分間）

↓

⑥ グループワーク2（8分間）

↓

⑦ グループワーク３（20分間）

↓

⑧ 意見，アイデアを発表

↓

⑨ 閉会の挨拶，記念撮影

↓

⑩ アンケートの記入
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（１）主催者挨拶

１）開始前に会場利用など開催にあたっての注意事項を説明しました。

２）主催者を代表し，都市計画課長より参加者への挨拶がありました。

・常陸大宮駅西交流拠点整備について，概要及びコンセプトの説明

（２）ワークショップの進め方

１）ファシリテーターより自己紹介をしました。

２）今回のワークショップの趣旨，進め方を説明しました。

・「こんな公園になったらいいな」のアイデアをたくさん出し合う場

・気軽に意見を出し合い楽しむこと

・他の参加者の意見に対して「それいいね！」の気持ちを大事にすること

主催者挨拶

ファシリテーターによる進行

２．ワークショップの内容



- 5 -

（３）参加者自己紹介

１）参加者は円形に座り，一人ずつ自己紹介

・事前に記入したプロフィールカードを掲げ，

「名前・参加した理由・常陸大宮の好きなところ」を簡単に発表しました。

・20代～60代の幅広い年代の参加があり，特に30代～40代の子育て世代の参加

が大半を占めました。

・男性７名，女性１７名と女性の割合が高く，小さなお子さんと親子で参加するお母

さんも見受けられました。

・車いすを利用する方の参加もあり，医療福祉従事者の参加も目立ちました。

２）参加した理由

「小さな子供がいるので公園づくりに興味がある。」

「障害を持つ子供がいるため，インクルーシブパークに興味がある。」

「引っ越してきたばかりで地元のことをもっと知りたい。」

「都市計画やまちづくりに興味がある。」

「公園の防災機能について知りたい。」

「自分の意見が少しでも地域の役に立てられたらよい。」など

３）常陸大宮の好きなところ

「自然が豊か，緑が多い。」

「食べ物，水がおいしい。」

「人が優しい，温かい」

「小さな子供を地域で見守ってくれる。」

「温泉がたくさんある。」など

参加者自己紹介
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（４）情報のインプット

１）これからの新しい公園について考えるにあたって，公園整備の３つコンセプト

・にぎわいの創出，インクルーシブパーク，公園の防災機能について，スライドや動画を使用し

て説明し，参加者全員で情報を共有しました。

情報インプット(コンセプト説明)

（５）グループワーク

１グループ４～５人に分かれ，Ａ～Ｅの５つのグループをつくり，グループワークを実施

1）グループワーク①

・「このまちにこんな場所があったらうれしい！」をピンク色の付箋に書き出し，模造紙に貼り

付けて，意見を出し合いました。

・10分間でなるべく多くの意見，アイデアを出し合い，「それはなぜ？」についても考えまし

た。

グループワーク①
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２）グループワーク②

・「この場所でこんなことをしたい！」を水色の付箋に書き出し，模造紙に貼り付けて，意見を

出し合いました。

・８分間でなるべく多くの意見，アイデアを出し合い，「その背景や目的」についても考えまし

た。

グループワーク②

３）グループワーク③

・「この公園でみえる未来の風景」について，絵や言葉で表現しました。

・これまでの意見やアイデアを分類，グループ分けし，付箋を貼り直し，キーワードを書き出し

ました。

・時間は20分間，「新しい公園で起こるといいなという出来事や景色」を想像し，物語をつぐ

みました。

グループワーク③
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（６）意見・アイデアの発表

・グループごとに作成した模造紙を見せながら，まとめた意見やアイデアをもとに，「この公園で

みえる未来の風景」について発表しました。

Aグループ発表 Ｂグループ発表

Ｃグループ発表 Ｄグループ発表

Ｅグループ発表
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ワークショップの結果について，各グループごとに出された意見やアイデアを，下記の凡例

（色分けした枠）に従って，まとめました。

・オレンジの枠内

グループワーク③でまとめた「この公園でみえる未来の風景」についてのテーマ

・グレーの枠内

グループワーク③にて分類・グループ分けしたキーワード

・ピンク色の枠内

グループワーク①「こんな場所があったらうれしい」についての意見・アイデア

（ピンク色のふせんに書かれた意見・アイデア）

・水色の枠内

グループワーク②「この場所でこんなことがしたい」についての意見・アイデア

（水色のふせんに書かれた意見・アイデア）

３．ワークショップの結果

「この公園でみえる未来の風景」
テーマ

分類・グループ分け

こんなことがしたい

あったらうれしい
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（１）Ａグループの意見・アイデア

【意見・アイデアまとめ】

●多世代交流，地域の体験学習，地震や防災のことが学べる公園

●死角がない安心安全な公園

●トイレの機能充実（防災，授乳，おむつ替えなど）

●カフェは必須

●特産の和紙を活かす

●雨の日も遊べる公園

●中高生が遊べる公園

●サイクリングロード・健康器具・水の遊び場など，子供も大人も運動できる公園

●定期的にイベントを開き，公園ににぎわいを生む

体験学習ができる「コミュニケーションスペースの整備」

コミュニティスペース
・イスが多い
・カフェ
・ケータリングが来てほしい
・特産の和紙で遊べるスペース
・屋内で遊べるスペース
・雨の日でも遊べるところ
・中高生が集まって話せる場所
・コミュニティスペース（集いの場）

・若者が遊べる

イベント・にぎわい・楽しみ
・イベントができる場所
・イベントができる広場
・定期的なイベント
・マルシェ

多世代交流
・子供と一緒にイベントを楽しみたい
・いろんな人と交流する
・自転車を練習する
・地域の人と交流できる場をつくりたい

安心安全・防災
・死角がない
・安全，安心
・防災トイレは絶対
・障がい者用トイレも男女別で
・授乳エリア
・管理する人
・やはりかまどベンチ
・広いトイレ（ベビーカーも入れるくらい）
・男性用トイレにおむつ替えスペース
・地面の素材　ゴム　再生ゴム
・広い駐車場
・電動車いすでも楽に使用できるトイレ

健康・運動スペース
・明るい
・樹木，花壇
・子供用サイクリングロード
・運動できるスペース
・健康器具
・ランニングロード
・水の遊び場

・親も運動できるようにしたい
・自然を感じて散歩する
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Ａグループの意見・アイデア
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（２）Ｂグループの意見・アイデア

【意見・アイデアまとめ】

●お父さん・パパ目線の公園

●子供が楽しめるのはもちろんだが，大人も楽しめる場所

●「みんな自然が好き」から生まれる交流やイベントができる場所

●カッコイイ場所・シンボリックな場所・施設の充実

●体験やアクティビティがきちんと整備された場所

●おいしい物が食べられる，飲めるレストラン

「大人も子供も好きな楽しい場所」・「常陸大宮に無いもの」
「カッコイイ場所」・「娯楽」・「パパ目線」

自然・交流
・釣り
・グランピング
・遊園地
・山
・バーベキュー
・公園にテントを張れる(フェス風)
・無農薬野菜が食べたい
・池
・若い人の楽しめる場
・鮎を焼く
・モノづくりＤＩＹ
・とにかくたくさんベンチ
・火を使ってもいい場所

体験・アクティビティ
・スケボーパーク
・サイクリングロードと駐輪場
・運動
・フリーマーケット
・時々マルシェ的な
・ボルダリングできるところ
・キャッチボール
・ライブ
・健康になりたい
・スラックライン
・楽しく買い物
・おしゃれな感じにしたい
・体験できる

お父さんも楽しみたい
・スターバックスコーヒー
・食事
・小料理屋
・赤ちゃんがいてもよいレストラン
・おいしいビール
・飲んだあと泊まれるところ

・飲んで寝る
・おいしいもの食べたい
・毎日移動販売
・名所

施設の充実
・屋根付き
・ドッグラン
・映画館
・無料のキャンプ
・ゲストハウス
・足湯
・屋台
・充電できる
・どこでもWi－Fi
・きちんと整備されている公園
・映画
・大人は屋根付き
・大人も遊びたい
・アウトドアショップ
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Ｂグループの意見・アイデア
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（３）Ｃグループの意見・アイデア

【意見・アイデアまとめ】

●大人が欲しいものと子供が欲しいものが両方ある公園

●スポーツなど，だれでも楽しめるアクティブな公園

●パン屋，カフェ，テイクアウトなど

●この場所にしかないユニークなトイレなど，トイレに特化した公園があってもいい

●常陸大宮には特色がないけれど，この公園に来れば何でもできる，何度でも来たくなる公園

「なんにもないけど全部あるパーク!」

大人が欲しい
・児童館
・展望台
・昼寝できる日陰
・キャンプ場
・室内遊び場
・きれいなトイレ
・シャワー
・焼きたてパン屋さん
・アウトドアショップ
・食事できるスペース
・野菜たっぷりスープテイクアウト
・おいしいカフェ
・多目的トイレ以外でおむつ替えや
　　　　　　　　　授乳ができる場所
・屋根付きベンチ
・ランチ（お弁当テイクアウト）

子供があったらいいな
・水遊びができる公園
・公園にトランポリン
・広い芝生の広場
・自然に囲まれた
　　リラックスできる場所
・大きなブランコ
・大きなジャングルジム
・遊具たくさん
　　みんなで乗って回す遊具
・アスレチック

公園でしたいこと
・読書
・昼寝
・バーベキュー
・ライブ
・天体観測

アクティブに過ごす
・サイクリングコース
・フットサル場
・体をおもいっきり動かせる広い場所
・スケートボード場
・ロングトレイルコース
・バスケットコート
・ジョギングできる場所
・メガショップライン
・周回できるウォーキングコース

・バドミントン
・ウォーキング
・子供とサッカー
・ジョギング
・リップスティック
・走りたい
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Ｃグループの意見・アイデア



- 16 -

（４）Ｄグループの意見・アイデア

【意見・アイデアまとめ】

●「アクティブ」と「一人にして」の両極端，正反対の性質に対応した公園

●何もない広くてきれいな広場。静かに落ち着ける場所

●買い物や運動ができるアクティブな場所

●今の常陸大宮にはない魅力的な場所

●イベント，映画，コンサートなどができる場所

「人生を豊かに!」

アクティブにも一人にして…にも対応した公園

イベントゾーン
・映画館
・イベント広場

・お花見
・ピクニック
・屋外映画鑑賞
・コンサート
・人脈を広げたい

一人にしてゾーン
・きれいな芝生

・のんびり
・日向ぼっこ
・寝っ転がりたい
・読書
・スケッチ

自分と向き合う
・居酒屋ストリート
・スターバックスコーヒー
・自家焙煎珈琲ショップ
・〇〇教室（農園の野菜で料理教室など）
・ギャラリー
・ワーキングスペース
・くだもの狩りができるところ

・散歩
・鯉に餌やり

アクティブゾーン
・ショッピングモール
・ライブハウス
・トレーニングジム
・フットサル場
・水の広場

・サイクリング
・ランニング，ウォーキング
・室内で遊べる場所
・ヨガ
・キャッチボール
・水遊び
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Ｄグループの意見・アイデア
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（５）Ｅグループの意見・アイデア

【意見・アイデアまとめ】

●「子供も大事」「高齢者も大事」の融合を体現した公園

●誰でも遊べる段差のない公園

●公共交通も巻き込んだ，安全にアクセスできる公園

●手ぶらで来ても遊べる，その場所で飲食ができる

●公園の管理者として，子育てや介護を援助する「助け合いのリーダー」を育成する場

「手ぶらで遊べる全世代型インクルーシブパーク！」

道具
・井戸がある
・ゴミ箱を増やす
・シェアリングバイク＆ベビーカー
・イベントバス
・ＡＥＤ
・Book＆Café　Wi－Fiスポット
・ヘリパッドがある
・車いすで遊べる遊具
・キャンプができる場所
・車いすも乗れるトロリー

食
・フードトラック（弁当が食べやすい）
・テーブル
・コップを置けるイス
・芝生でお昼ご飯を食べられる場所
・弁当を食べたい
・飲料水が出る、炭酸水ができる場

地形
・段差がない
・道路の幅を広げ整備する
・自転車をたくさん漕げる道
・建物の高さをそろえる
・歩きやすい平らな道
・駅から車いすで行ける公園
・寝そべる空間がある
・バス停がある（車がなくても行ける）
・転んだりしてもケガをしにくい地面(芝生とか)
・母を散歩に連れ出したい
・バスケットがしたい（ハーフコート）
・寝そべって本を読む
・スケートボード

動植物
・クワガタ，カブトムシ，蛍の住み家
・動物がいる（ポニーなど）
・植物と花のコントラスト
・四季の花がある
・クワガタをとりたい
・ドッグラン

リーダーの育成
・助け合い
・チューター，専門家

子供
・幼児向けの公園
・老と幼が遊べる
・キッズルームがあるスーパー，カフェ
・子供が走り回れる広場
・室内遊びスペース
・子供と遊ぶ
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Ｅグループの意見・アイデア
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（６）講評・今後の予定

今回の「公園づくりワークショップ」にあたっては，募集期間が短い中，定員20名を超え

るたくさんの市民の方に参加いただき，幅広い年代，様々な立場や目線から貴重な意見・アイ

デアを聞くことが出来ました。

グループワークにおいては，限られた時間の中で，多くの意見・アイデアが出され，今後の

計画策定に大変参考となる有意義なワークショップとなり，より魅力ある公園整備に活かして

いきたいと考えております。

また，令和７年度までに駅舎を含め，主要な駅周辺の整備をする計画となっており，今回の

ワークショップの様子も含め，今後，市のホームページなどで随時情報の発信をしていく予定

です。

市民の皆様には，今後も本市の「まちづくり」に広く参加いただければと思います。
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今後の参考とするため，参加者へのアンケートを実施しました。

回答数：２４名中２２名

（１）アンケートの内容

Ｑ１．お客様について(任意) 性別・年齢・ご職業

Ｑ２．当ワークショップをどこでお知りになりましたか？

Ｑ３．今後もこのようなワークショップが開かれる場合，参加したいと思いますか？

Ｑ４．参加してみて気づいた点や感想がありましたらお聞かせください。

Ｑ５．駅西交流拠点(公園)について，期待している点がありましたらお聞かせください。

配布のアンケート用紙

５．アンケートの結果

令和 3 年 2 月 27 日

　この度は、ワークショップにご参加いただきありがとうございました。

今後の参考にさせていただきたいので、よろしければ下記のアンケートに

ご協力をお願いいたします。

１．お客様について(任意)

　男性　　　　　　　女性

　10代　　　　20代　　　　30代　　　　40代

　50代　　　　60代　　　　70代以上

　会社員　 　　公務員　 　　自営業　 　　主婦　 

　学生　 　　アルバイト　　　 その他(　　　　　　　)

２．当ワークショップをどこでお知りになりましたか？

市のホームページ　　 市の広報誌　　 市役所の掲示板

検索エンジン(キーワード:　　　　　　　　　　　　　　　　)

SNS(　Twitter 　　Instagram　　Facebook　)

家族、友人、知人からの口コミ その他（　　　　　　　　　　　）

３．今後もこのようなワークショップが開かれる場合、

参加したいと思いますか。

　ぜひ参加したい　　　　参加したい　　　　どちらとも言えない　　　　参加したくない

裏面もご記入願います。

ワークショップアンケート

性　別

年　齢

ご職業

４．参加してみて気づいた点や感想がありましたらお聞かせください。

５．駅西交流拠点(公園)について、期待している点がありましたら

お聞かせください。

アンケートは以上です。

いただいたご意見は、今後の計画を進めるための参考にさせていただきます。

また、市役所ホームページなどの開催報告レポート等で参加者の声として

ご紹介させていただく場合もございます。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。
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（２）アンケート結果

■アンケート結果一覧

No. 性別 年齢 職業 知った場所 今後参加するか 参加した感想 期待している点

1 男性 50代 会社員 市の広報誌 ぜひ参加したい
男性・女性，世代で希望することに違いがあり，
インクルーシブな公園をつくるにはいろいろな
人たちが参画する必要があると感じました。

病気や障害があっても楽しんで集まれる場所になる
ことを楽しみにしています。

2 男性 30代 会社員 市の広報誌 ぜひ参加したい 言いたいことも言わせていただいて，楽しかったです。
子供や高齢者，障害のある無しに関係なく，全世代を
対象とした公園ができることを期待しています。

3 女性 30代 その他
知人からの
口コミ

ぜひ参加したい
いろいろな方といろいろな話をしたり，意見を聞けて
楽しかったです。

いろいろな目線での意見があったので，
ぜひ取り入れていただきたいです。

4 男性 40代 公務員
市役所の
掲示板

ぜひ参加したい
多くの人々の柔軟ないい発想を聞くことができて
良かったです。

ワークショップを重ねて多くの人の想いを聞いた上で
形にしてほしいです。
これだという目玉があり，市民のみんなが誇れる公園
にしてほしいです。

5 女性 50代 公務員
市役所の
掲示板

参加したい
様々な人の意見がでていたので，少しでもそれが
生かせるような公園になるといいと思う。

・みんなに親しみを持ってもらえる公園になることを
期待しています。
・ぜひ若者を中心としたワークショップを開いて意見
を取り入れてもらいたいです。

6 男性 30代 その他
手をつなぐ
育成会

ぜひ参加したい
・車いすで楽しく過ごせる公園
・車いすで入れる食べる所

7 女性 60代 会社員
手をつなぐ
育成会

ぜひ参加したい
若い人がたくさん参加してくださり，常陸大宮市も
未来が開けてきそうで，とても素晴らしいワーク
ショップだと思いました。

車いすを乗っているので，段差のない歩きやすい
公園にしてほしいです。

8 女性 40代 主婦 市の広報誌 参加したい
楽しく参加できました。
いろいろな方が参加していてよかった。

・多目的に使える施設になってほしい。
・常に整備されている施設になってほしい。

9 女性 60代 主婦 市の広報誌 参加したい
・様々な世代の方が集まり，楽しい時間が過ごせまし
た。
・視点が様々で素晴らしいです。

防災もやはり欠かせない件です。
期待しております。

10 女性 30代
知人からの
口コミ

参加したい
健康な人が遊べる公園しか考えていませんでしたが，
そんなことはないんだと気づかされました。

みんなが楽しく過ごせる点

11 男性 40代 会社員
知人からの
口コミ

ぜひ参加したい

真剣に取り組んでいる方々が多くみられ，とても
よかったですし楽しかったです。
こんな方々がだんだんと多く集まってくると本当に
楽しい公園ができると思いました。

市民の方々がいつも利用するような場所になると
よいと思います。
水郡線を代表するような公園になることを願って
います。

12 女性 20代 主婦
市の

ホームぺージ
参加したい 話し合いの時間がもっとあったらいいと思います。

サスティナブル，SDGsなどにも取り組めたら嬉しく
期待が高まります。

13 女性 20代 公務員 ぜひ参加したい

・年齢や趣味の違いによって公園に求めるものや視点
が異なり，イメージが広がり，発見も多くあった。
・最初のインプットパートは少し長かったかも
(時間の都合もあるので特定の商品の紹介はカットでも)

14 女性 50代 自営業
知人からの
口コミ

ぜひ参加したい
・いろいろな意見が聞くことができて良かったです。
・インクルーシブ・パークについて興味がわきました。

・みんなが集まる楽しい場所になることを期待
しています。
・カフェがあるといいです。
（高校生とかが電車を待つスペースとか）

15 女性 30代 主婦 市の広報誌 参加したい
意見の出やすい流れで楽しく参加できました。
様々な世代の方の意見を聞くことができて有意義な
時間を過ごせました。

どのような公園になるか期待大です。
進捗状況公開していただきたい。

16 女性 40代 公務員
市の

ホームぺージ
ぜひ参加したい

いろいろな方の意見を伺い，自分には思いつかない
気づきがありました。

子供も大人も楽しい時間が過ごせるゆっくりできる
公園になればうれしいです。

17 男性 60代 農業見習い Twitter 参加したい

何が決定されていて今何を決めなければならないのか
わからなかった。（整備スケジュールでは詳細設計の
ステージになっている）
前提条件があると協議が進めやすい。

駅のそばで新しい公園を造るのは画期的です。
ＪＲ・バス会社を巻き込んで是非アクセスのよい
公園を作っていただきたい。

18 男性 30代 公務員 市の広報誌 ぜひ参加したい
防災関連の提案が少なかった。
避難所があるため，不要なのかなと思った。

・多種多様な遊具
・見守る大人が過ごしやすい空間

19 30代 公務員
市役所の
掲示板

参加したい
自分では思いつかない意見にも触れることができ
楽しく参加できました。

誰でも行きたくなるような新しい公園になれば
と思います。

20 女性 30代 公務員
知人からの
口コミ

参加したい いろんな目線の意見があって面白かったです。 １日中くつろげる遊べる公園を造ってほしいです。

21 女性 40代 公務員 市の広報誌 ぜひ参加したい
グループワークは思ったより，思った以上に斬新な
意見が出ると感じた。

ただの公園じゃなく，「あの公園なら・・・」，
「あの公園には・・・」にしてほしい。
室内に遊び場、児童館は絶対必要。
市内に人を集める・集まる場所づくりが大切。

22 女性 40代 公務員 市の広報誌 参加したい
幅広い年代，異なる背景，経験をお持ちの皆さんの
アイディアはとても新鮮でした。
勉強になりました。

今日の皆さんの貴重な意見が１つでも多く反映
されればうれしいです。
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■参加者の年齢（世代）別割合

・20 代から 60 代の幅広い世代の方が参加しました。

・特に 30 代，40 代の子育て世代の方の参加が多くみられました。

■「今後も参加したいと思うか」について

・回答者全員が、次回もこのようなワークショップが開催された場合，「ぜひ参加したい」，「参加

したい」と回答しました。

■参加してみて気づいた点や感想について

全体的に，「いろいろな意見が聞けて良かった」，「楽しかった」，「勉強になった」という意見が多

くありました。

［その他意見］

・インクルーシブパークについて興味を持った。

・情報インプットの説明時間が長い。

・防災関連の提案が少なかった。

・前提条件があると協議が進めやすい。 など

■駅西交流拠点(公園)について期待している点について

全体的に，「年齢や障害の有無に関わらず，いろいろな人が集まれる場所になってほしい」

という意見が多くありました。

［その他意見］

・車椅子で楽しく過ごせる公園にしてほしい。

・多目的に利用できる施設にしてほしい。

・防災機能も欠かせない。

・サスティナブルデザインや SDGs などにも取り組んでほしい。

・カフェがあると良い。

・公共交通機関と連携したアクセスの良い公園をつくってほしい。

・ただの公園ではなく，この場所ならでは特色を持った公園にしてほしい。

・室内の遊び場，児童館がほしい。 など
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参加者の年齢(世代)別割合 今後も参加したいと思うか
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（１）募集案内

常陸大宮市公式ホームページ及び広報常陸大宮お知らせ版にて募集案内を掲載

募集案内用紙

５．ワークショップの資料
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（２）ワークショップ資料（当日スライド）
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