だいすけ

最終回。

輔 座長
藤大
佐

とう
さ

座長がみんなに聞く｢はじまり｣と｢今」
。

児玉 澪音さん
参加できてまずはうれしかったで
す。思っていたよりも明るく、楽
しい8 ヶ月でした！

しとう あかり

志藤 灯さん
最初は小さいものから始まり最
終的には合体してMY室蘭マー
クができました。関わることがで
きてとてもうれしく思います。

しのざき みく

篠崎 未來さん
蘭の花の紫だったのですが、最
近では新しいものから、たくさん
の人が使って色付いていく白だと
思います。

いとう まさふみ

伊藤 真史さん
MY室蘭マーク、市民からの反響
も大きく、また、いろんな地域か
ら室蘭に関心がある人の存在を
知りました。

きのした ひろこ

木下 宏子さん
自分の中ではブルーで今も好き
ですが、大黒島に沈む夕日がす
ごく印象的でオレンジも室蘭の
色だと思います。

なみかた そよか

波方 颯花さん

はるき かえで
なべしま けんた

鍋嶋 謙太さん
最初はラーメンで黄色だったけ
ど、雪と夕日がきれいなので白と
オレンジが混ざった色も素敵だと
思います。

春木 楓さん
ムロラニックカラーは緑で今も変
わらないです。山が多いので雪が
降っても緑は見ることができるか
らです。

たかやま さとし

髙山 智さん
みんなで取り組めば大きなもの
ができ上がることがわかり、学
校の部活でも企画する面白さに
目覚めました！

いしかわ はるな

よしだ かんな

石川 陽菜さん

吉田 栞奈さん

最初は緊張したのですが、中学
生メンバーの意見を聞いて、自
分が好きな室蘭を伝えたい気持
ちが強くなりました。

ワークショップのお祭りがとても
楽しく、思い出に残っています。
MY室蘭マークができて良かった
です。

たむら みき

田村 美樹さん
ブルーだったムロラニックカラー
への想いが深まって、何年も変
わることのない空や海の色が良い
なと思っています。

いかわ やすこ

しらいし まゆ

井川 康子さん

白石 真悠さん

20人だからこそできたデザイン
で、市民の一人ひとりが当ては
まるMY室蘭マークができたと思
います。

ほたるの里だから紫や黄色だっ
たのですが、スマホで空の写真
をたくさん撮るようになり、夕日
のオレンジが今は一番です。

飯森 小百合さん
室 蘭らしさが詰まったMY室 蘭
マークができてうれしかったです。
これからたくさんのところで目に
することが楽しみです。

しらかわ じょうじ

白川 丈二さん
デザイン会議を通して色んな人
と関って、会うことができ、僕の
知らなかった室蘭を知ることがで
きたのでとても楽しかったです。

いわした なお

岩下 奈央さん
自分ひとりでは気づかなかった室
蘭の魅力を知ることができて、す
ごく勉強になりました。

さいとう まさよし

堀 めぐ実さん
白鳥大橋のライトで黄色だった
のですが、みなさんの意見を聞
いて、色 は一つではないのだ
な、と考えました！

齋藤 匡快さん
最初3人だったところ20人の中
学生が参加し、他校の中学生と
意見が交わせるようになって良い
経験ができました。

たかの ゆみ
ふじた さゆき

藤田 紗雪さん
室蘭市の大事なことを、このま
ちのデザイン会議の参加メンバー
で取り組むことができて良かっ
たです。

高野 裕美さん
海や空の色から、全く反対の赤
色をイメージしています。まちづく
りの情熱を改めて感じた1年だった
からです。

たかはし ほのか

よしだ ゆうか

髙橋 ほのかさん

吉田 優香さん

まちのデザイン会議に参加して
本当に良かったです。視野が広
がりました。この企画に感謝です！

普段学校でもリーダーをすること
が多いのですが、今回の会議でも
その経験を活かせたと思います。

まちのデザイン会議最終回を迎えました︒

広い世代と関わり、みんなのMY
室蘭を再確認。自分の中の認識
が変わったことに驚いています。

色は最初紫（青×赤）だったん
ですが、8 ヶ月を通して室蘭をよ
くしたい一つの気持ち（赤）が
強くなり、赤紫になりました。

ほり めぐみ

座長を中心に︑会議の参加メンバーで︑

村岡 制剛さん

この８ヶ月の変化や経験について話しました︒

むらおか せいごう

庭山 貴行さん

発行
2022.02.16.
（水）

いいもり さゆり

普段考えないようなまちのことを
考えて、新しい経験ができて良
かったです。

にわやま たかゆき

vol.6

室
の進捗状況を共有する定期レポートです︒
= 蘭のブランド化に向けて取り組む﹁まちのデザイン会議﹂

みんなと最初に議論し

たのは︑
ＭＹ室蘭マーク

の特長でもあるムロラ

ニックカラーについて

でした︒中学生の頃の

話ですが︑青椒肉絲が

好きだったんですよ︒
そ

して今は麻婆豆腐が好

きで︑人って変わってい

くのだと思います︒
僕の

ムロラニックカラーも

今 は 雪 景 色 の ムロ ラ

ニックホワイトだと感じ

ています︒好 き な 室 蘭

も ど ん ど ん 変 わって

いって良いと思ってい

て︑
せっかく最後なので︑

会議への感想や最初と

今のムロラニックカラー

についてみんなの話を聞

いていきたいと思

います！
こだま みおね

室蘭ブランドタイムズとは︑新しいまちのイメージ発信

室蘭ブランドタイムズ vol.6

2022.02.16.（水）

室蘭ブランドタイムズ vol.6
2022.02. 16.（水）

小林 元

メンバーに恵まれた
８ヶ月でした︒ゼロか
ら何かをみんなでつ
くる経験は楽しかっ
たです︒今後の活動
も随時連絡していき
ます︒ありがとうご
ざいました！

委員の皆さんの頑張
りのおかげで︑素 晴
らしいデザインがで
きました︒本当にお
疲れ様でした︒

﹂

最初はできたら良いなとい
う感じでしたが、マークの
完成まですごく楽しかった
です。

他の人の意見を聞きながら、 部活でも関わりのない、他の
みんなで室蘭をどうPRするか 中学校の中学生と交流するこ
学び、考えることができました。 とができた貴重な経験でした。

大人委員６名︑中学生メンバー 名にご参加
いただきました！ありがとうございました︒

﹁

自分たちの意見が反映され
たマークが、室蘭に永く残っ
て、市民に愛されればと思
います！

メンバー紹 介

東明中学校

まちのデザイン会議のおさらい
５月のオリエンテーションからスタートした﹁まちのデザ
イン会議﹂
︒途中の 回を含め︑全７回開催となりました︒
それぞれの回を振り返っていこうと思います︒
まちのデザイン会議 オリエンテーション
ブランドマークは︑
﹁ 年後の印象を考えていくもの﹂とし︑
﹁室蘭らしさ﹂と﹁意思﹂を材料に組み合わせてつくってい
くというデザインの考え方をみなさんに共有しました︒

第１回 まちのデザイン会議
室蘭に暮らすみなさんならではの﹁好きな室蘭 Ｍ=Ｙ室蘭﹂を
発表し︑そのＭＹ室 蘭はどんな色かを考えるワークショップ
を行いました︒この回で︑ムロラニックカラーが誕生しました︒

第２回 まちのデザイン会議
初の対面開催です︒マークづくりは﹁参加できるデザイン﹂
を大切にしました︒まちのビジョンの一部でもある﹁みんな
で創る﹂ワークショップとして︑デザインにつながる３つの
ワークショップをお祭りのような雰囲気で実施しました︒

第３回 まちのデザイン会議
ワークショップでの取り組みが３つのデザインとなり︑市民
投票に進みました︒くじらんのゲスト出演回で︑
ＬＩＮＥ
スタンプのアイデアをみんなで出し合いました︒

第 回 まちのデザイン会議

第４回 まちのデザイン会議
２回目の対面開催は︑青山市長によるブランドマーク発表
回︒ブランドマークは︑みなさんが考えるＭＹ室蘭を発信
する役割として︑中学生メンバーにマークの使い方やアイ
デアを企画し︑発表してもらいました︒

第５回 まちのデザイン会議

藤田 紗雪さん￨ ふじた さゆき

座長 それでは最後に︑デザインを担当した
インプロバイドの小林さんと︑
企画運営を担当
した室蘭市の鈴木さん・森さんより一言お願
いします！

大人と中学生の境界
をあまりなく考えて
きましたが︑これから
は︑大人たちがマーク
を使う出番です︒まち
づくりと言っても︑仕
事や部活︑好きなこと
をして生活すること
がまちづくりにつなが
ると思います︒市 章
Ｍ
≒Ｙ室 蘭マ ー クの
関係から︑ 年先はど
うなるか︑みなさんで
考えてスタート地点に
立ったので︑感じたこ
とや考えたことを一つ
ひとつ形にできれば良
いと考えています︒

座 長 より

10

まちのデザイン会議最終回︒これまでの成果物を振り返り
ました︒最初に取り組んだムロラニックカラーの変化につ
いても話しながら︑この８ヶ月間の活動の感想を参加メン
バーのみなさんからいただきました︒

村岡 制剛さん￨ むらおか せいごう

港北中学校

鈴木 晶子

すずき あきこ

森 拓哉

もり たくや

3.5

ブランドマークの活用方法について︑考え方のレクチャーを
実施しました︒新しい室蘭のイメージをつくる企画は︑み
なさんの﹁やってみたい﹂が原動力︒参加メンバーそれぞれ
の個性から考えをつくる大切さを学んでいきました︒

3.5

室蘭市企画課
室蘭市企画課

こばやし はじめ

これからは楽しくマークを使って︑みん
なで楽しいと思えるアウトプットを生み
出せれば勝ち︑だと思います︒みんなで
使って︑つくっていければ良いですね︒だ
からこの会議も﹁まちづくり会議﹂では
なく︑﹁まちのデザイン会議﹂
なんですね︒みなさんか
ら素敵なコメントいただ
きました︒８ヶ月間あり
がとうございました！

吉田 栞奈さん￨ よしだ かんな

桜蘭中学校

株式会社インプロバイド

最終回

翔陽中学校

２０ 自分の経験を活かすことが
できました。くじらんLINE
スタンプも全部使います！

港北中学校

堀 めぐ実さん￨ ほり めぐみ

吉田 優香さん￨ よしだ ゆうか
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ＭＹ室蘭マークは

こちらからダウン

ロードできます！

次号のご案内

果物をまとめた総集号を

まちのデザイン会 議の成

３月に発行予定です︒

２０２１年度まちのデザイ

ドタイムズ最 終 号となり

ン会 議からの室 蘭ブラン

ます︒

発 行・お 問 い 合 わ せ

室蘭市企画財政部
企画課企画係

︻住所︼
〒０５１ ８‑５１１
室蘭市幸町１番２号

︻電話︼
５２
１８１
０１４３ ２
‐
‐

︻ファックス︼
４７
６０１
０１４３ ２
‐
‐

︻Ｅメール︼

kikaku@city.muroran.lg.jp

室 蘭 市 公 式ホームページに

室 蘭ブランドタイムズは︑

公 開しています︒

