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DIY ワークショップの企画実施              川野研究室（建築・住居分野） 

-勝川駅前コミュニティスペースの活性化を目指して-   A18AB044 北村美紅/A18AB061 清水うらら/A18AB064 神藤舞衣 

                         

JR 勝川駅周辺は、都市の再開発も進み、商店街やホテル、 マン

ションが立地され、街のにぎわいと洗練された都市 空間を形成し

ている。JR 勝川駅周辺は、都市の再開発も進み、商店街やホテル、

マンションが立地され、街のにぎわいと洗練された都市 空間を形

成している。 

 近年では町おこし会社(株式会社勝川エリア・アセッ ト・マネジ

メント)が駅前に空き店舗を活用した「ままま勝川」「TANEYA」 

を造り、町の活性化に力を入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 年 2 月 11 日、大型スーパーが撤 

退した後に『健康なライフスタイル』を提案 

するテナントが集まる COMMET ができ、 

町の拠点となることを目指している。 

通常「通路」と呼ばれる場所は COMEET 

では「余地」と して捉え、そこでイベント 

などを定期的に開催し、町の人々が気軽に参加できる場所として新

しい可能性にチャレンジする機会の創出をしていく為の場所とし

てつくられている。 

 

 

 

 

コロナ禍でお家時間が増えた中、子どもから大人に向けてお家

時間を有効活用する案として DIY ワークショプを行う。 

(1)DIY を身近に感じて、楽しさを知ってもらう。  

(2)COMEET に来るきっかけをつくる。 

(3)DIY を体験することで興味感心を持ってもらい、コロナ禍の 

お家時間を有効活用できるようにする。 

CO:「共同」「共通」「相互」→町の人と取り組む意志 COME:

「来る」→人がたくさん来る場所になってほしい MEET:「会う」

「出会う」→人と人とが出会う、知らないモノに触れるなど、様々

な出会いの機会があるようにと意味が込められている。 

      A：DIY WS    B：イーアス春日井屋台制作 

6 月    第 1 回 WS・準備    

 7 月    実施          屋台打ち合わせ 

 8 月   第 2 回 WS 延期       屋台模型制作 

 9 月   第 2 回 WS・準備 

 10 月    実施         染め物/屋台 協力 

 11 月    第 3 回 WS・実施 

1-2．COMEET（ネクシティパレッタ 1F）について 

1-3．企画内容・目的について 

1-4．年間スケジュール 

1-1．勝川について 



 

2-1．DIY の分類について 

DIY 教室を行うにあたって、DIY 事例について調査し、分類わ

けした。大人向けと子供向けの 2 種類に分類し、さらに子供向け

は初級・中級、大人向けは初級・中級・上級にレベル分けした。詳

しくは以下で説明する。 

2-2．子供向け DIY 事例 

〇初級編→幼児からを対象としており、貼り付けや色塗りをメイ

ンとしたものとする。親子で一緒に作ることも想定した。 

〇中級編→初級編の作業に加え、ドライバーやグルーガンを使用

し、組み立てる作業も取り入れたものとする。 

2-4．大人向け DIY 事例 

〇初級編→的確な寸法が必要ない簡単なカットを取り入れ、1 時間

程度で完成でき、既存の箱や小物を組み合わせたり、分解してア

レンジするものとする。 

〇中級編→的確な寸法が求められるカットや、既存の製品を使わ

ず、自分自身で作成し、2 時間未満で作成できるものとする。 

〇上級編→中級編までの作業に加え、電動工具などを使用した作

業も取り入れたものとする。 

 

ドライバー 金槌 ノコギリ（寸法なし） ノコギリ（寸法あり） 電動工具 時間（分） レベル

キーフック

〇 × 〇 × × 30 初級

折り畳みミニテーブル

× 〇 〇 × × 45 初級

スパイスボックス

〇 〇 × 〇 × 90 中級

スマホスタンド

〇 〇 × 〇 × 90 中級

シューズラック

〇 〇 × 〇 〇 120 上級

ブックシェルフ

〇 × × 〇 〇 120 上級

（図表13：大人向けDIY事例のレベル分け）

 

ボンド ハサミ グルーガン ドライバー カッター 時間（分） レベル

フォトフレーム

〇 × × × × 15 初級

コースター

〇 × × × × 15 初級

カレンダー

〇 × 〇 〇 × 30 中級

プラスチックスプーンの照明

〇 〇 〇 × 〇 60 中級

（図表8：子供向けDIY事例のレベル分け）

２．DIY 事例の収集・分類 



3．A：第１回 DIY ワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①木箱を好きな色、デザインに塗装する。 

②ドライバーを使って木箱二つ を組み

合わせる。 

③お好みの取手を付け完成 

 

 

 

 

①土台となる板を好きなデザインに塗料 

する。 

②フックを付ける細い木に色を付ける。 

③フックを付ける位置に印を付ける。 

④フックを付ける細長い木をボンドと釘

で固定する。 

⑤ドライバーを使用し、フックを取り付

ける。 

⑥紐を通す穴を開け、紐を通して完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMEET で開催される NATSUMATURI に参加した。

NATSUMATURI は COMEET で行われるマルシェである。 

〇場所：ネクシティパレッタ COMEET1F 

〇日程：7 月 23 日（土）7 月 24 日（日） 

〇時間：11：00～15：00 

体験実施内容：キーフック/マスクケース 

事前準備：試作の改良を重ねキーフック 

の塗装や部材のカットを行った。 

 
 

 宣伝用のチラシとして次回の告知やインス 

タグラムでの活動、次回体験の予定を記載し 

たチラシを作成した。 

インスタグラムでの掲載や当日のチラシ配り 

また COMEET 内での掲示をした。 

 

 

 

 二日間合わせて体験者数は 21 人で子連れが多く、子供を主

としてサポートしていた。DIY に興味がある方が多く体験での

満足度も高い。 DIYへの関心度

関心がある

やや関心がある

どちらとも言えない

あまり関心がない

満足度
満足

やや満足

どちらとも言えない

やや不満

不満

3-1．第 1 回 DIY ワークショップ開催概要 

3-1．キーフックの作り方 

3-2．マスクケースの作り方 

3-5．広報・チラシ 

3-6．アンケート 

キーフック マスクケース 

 

3-3．参加者の作品 

 

 体験者の方は楽しそうに取り組んでいる様子だった。また

DIY に興味を持ってもらえた 

 検温や体験時のテーブル配置などコロナ禍による密を避け

る対策十分に行った。 

 

3-4．当日の様子 



 

4-1．第 2 回 DIY ワークショップ開催概要 

イーアス春日井で使用する屋台の前垂れの染め 

体験とベニヤ板の塗装・張り付け WS のサポート 

の傍らで椙山の WS を開催した。 

場所：ネクシティパレッタ  

COMEET 1 階 

日時：10 月 23 日（土）  

体験実施内容：「星の照明」（データ：雨宮名誉教授提供） 

 

4-2．事前準備・作り方 

事前にパーツをレーザー加工機で作成。パーツの内、穴の空いて

いる 1 枚を土台とし、順に組み立てていく。組み立て終わったら、

LED 照明のカバーを外し、土台のパーツの穴から差し込み完成。 

4-3．当日の様子・アンケート 

同時進行で行った染物体験後に参加する方が多かった。染物体験

では親子での参加がほとんどだったため、小さな子でもパズル感覚

で楽しんでもらえ、満足度も高かった。同時進行だったため、人手

不足の時間があった。 

 

5-1．模型制作・事前準備 

8 月上旬に提示された図面をもとに、 

実際に使う屋台の 1/5 の模型制作を行っ 

た。制作後打ち合わせを行い、ベニヤ板 

をどう張り付けていくか、実際に体験し 

てもらう際にどのような点に注意すべき 

かなど体験当日の流れを確認した。 

5-2．当日の体験の様子 

始まる前に塗料の色の調整・注意点を確認。参加した方には用意

しておいたベニヤ板を 5 枚ずつ塗装してもらい、その後屋台の土台

に配置してもらう。配置してもらった板をガンタッカーを使い学生

で張り付け完成させた。5 色あり出来上がりに差が出てしまい、他

の色が塗り終わるのを待つ時間ができてしまった。実際にイーアス

春日井で使われるのを親子で楽しみにしている人が多かった。 
 

 

満足度

満足 やや満足
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DIYへの関心

関心がある やや関心がある
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４．A：第 2 回 DIY ワークショップ 5．B：イーアス春日井屋台製作協力 

 

5-3．屋台使用風景 

イーアス春日井の 

マルシェで使用され 

ている。 
（撮影：勝川エリア・アセット・マネジメント  

井村正和氏） 

 

  



 

6-1．第 3 回 DIY ワークショップ開催概要 

より多くの人に来てもらうために、COMEET 前で開催される勝

川弘法市というイベントに合わせて開催することとした。勝川弘法

市は毎月第 3 土曜日に駅前商店街で開催されるテント市である。 

場所：ネクシティパレッタ COMEET 1F 

日時：11 月 20 日（土）11 時から 15 時 

実施内容 
 

6-2．事前準備 

 材料の購入と 

レーザー加工機 

で飾り用のパーツ 

を作成。 
 

6-４．ミニテーブル作り方 

①すのこを解体する。折れない程度の力加減で行う。 

②解体したすのこをやすりがけし、好きな色で塗る。 

③解体していないすのこの出っ張りを土台に合うようカット。 

④３に結束バンドの位置を決め、溝を作る。 

⑤4 を土台（折り畳み収納棚）にくっつける。 

⑥1 枚分あけたところに残りの板張り完成。 

6-５．スパイスボックス作り方 

①木製トレーをやすりがけし、好きな色で塗る。 

②棚となる板をカットしやすりをかけ、色を塗る。 

③好みの位置に棚を付ける。 

④紐と丸環ネジを使い、落下防止対策をする。 

⑤トレー同士を、蝶番を使い合わせる。 

⑥蝶番を付けた位置の反対に留め金を付ける。 

⑦ハンドルを取り付け完成。 

 

6-3．フォトフレーム作り方 

木製のフォトフレームに好

きな色のガラスタイルやレー

ザー加工機で作成した飾りを

貼る。 

6-７．当日の様子・アンケート 

体験数は 16 人だったが、家族連れが多く、約 30 人の方が楽しん

だ。予約分の材料を事前に机に用意し、最大人数を決める事で、ス

ムーズに行う事ができた。 

 

  

 
スパイスボックス 

 
ミニテーブル 

  

フォトフレーム 

6．A：第 3 回 DIY ワークショップ 

６-８．体験者の作品 

 

   

 



7．広報・地域主催ワークショップへの協力  

 

〇Instagram の活用 

 インスタグラムで次回の予告や試作写真、当日の様子などを載

せ、様々な人に知ってもらう。 

〇Gmail の活用 

 事前予約の管理を行い、質問等も受け付けた。 

〇広告チラシ制作 

 ・ワークショップを行うに当たって広告用チラシを作成した。 

 ・当日の集客を確保するためにチラシの配布も行った。 

 ・「あいちかすがいっこ」にも協力してもらい集客を集めた。 

 

 COMEET の認知度や活性化を目的であり、コロナ禍による

おうち時間を充実させる案として DIY ワークショップを開催

した。体験者の中には初めて COMEET に来た方や気になっ

て来た方々がアンケートからわかり、COMEET にくるきっか

け作りが出来たと実感している。一人でも多くの方が

COMEET を知ってもらい興味を持ってもらえたら幸いであ

る。また後輩へ引き継いでもらうことで COMEET をより大

きくしていきたい。 

7-1．広報 

 

〇染めワークショップへの協力 

〇10 月 23 日（土） 

イーアス春日井のマルシェの屋台で使用する布を春日井の土を

使用し、染めていく体験の手伝いをさせてもらった。 

体験者の方が作業しやすくするための補助や効率よく回ってい

くように声かけや指示を行った。体験者の方は楽しそうに取り組ん

でいた。 

7-2．地域主催ワークショップへの協力 

7-4．まとめ 

 

①土を砕く。 

②布にビー玉と輪ゴムを使用し、絞りを作る。 

③水と砕いた土を混ぜ合わせ泥水を作る。 

④泥水の中に②の布を入れる。 

⑤綺麗な水で布を洗い流す。この工程を 2～3 回行う。 

⑥外で乾燥させて完成。 

 

 

 

 

 

 

春日井の土を使用し身近な布を染めワークショップを通して

尚且つ環にも良い形で体験ができ良い経験だった。 

 

 

 

7-3．染め工程・当日の様子 


