
ＯＶＥ＆散走のご紹介



自己紹介

ライフクリエーションスペースOVE
マネージャー

室谷恵美
（むろたにえみ）



株式会社シマノが２００６年１月にオープンした、新しいライフスタイルを創造するコンセプト

ストア。健康的な「食」を提案するカフェ、セレクトグッズやイベントなど価値のあるコト・

モノに出会うライフクリエーションスペース、そして「散走」の企画・運営も行っている。

Opportunity(機会)  Value(価値)  Ease(気軽さ)



お茶会 音楽イベント

俳句会

古くから親しまれている文化の交流

様々な文化が交差する「場」
“豊かな暮らし”をクリエーションする機会をつくる
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自転車「を」目的にしない

という贅沢

目的の場に
自転車がなくてもいい



「α」+ 自転車＝「散走」
自転車で散歩をするように、+αの価値あるモノ・コトに触れながら、その場所、
その時間ならではの出会いや発見を愉しむひとつのスタイルです。早く走ることが
目的ではなく、ゆっくりと、その道のりを愉しむのが散走の醍醐味です。

+αキーワード：地域、伝統、歴史、文化、芸術、四季、自然、食など。

例えば、歴史を辿る散走もあれば、景色のいい場所でお茶を点てる「野点（のだて）
散走」など、自転車+αの散走は大人であるほど楽しくなる上質な愉しみ方です。

OVEウェブサイト参照：https://www.ove-web.com/sanso/index2.html

散走とは

野点散走七福神散走 紫陽花散走寄席散走

https://www.ove-web.com/sanso/index2.html


○深川七福神散走
新年最初の定番散走 深川周辺の七福神を順番に回りながら、ご朱印をいただく散走。

○観梅＆あさりと大根鍋散走

○武蔵野アンコウ鍋散走

○築地快食散走

OVE南青山 散走のご紹介
寒い時期でも楽しめる散走



○春の鎌倉散走

○桜クルージング散走

○オランダ散走

都内周辺を散策した後、オランダ大使館のチューリップの咲く

プールサイドでカフェスタッフによるスペシャルランチをご用意。

OVE南青山 散走のご紹介
春を感じる散走



【7月】世界最高峰と呼ばれている「ツール・ド・フランス」開催期間
テーマに合わせた暮らしや歴史・伝統に触れる散走

○フランス建築散走

○パリの朝食散走

○東京夜景散走
夕方から夜にかけて、夜景を愉しむ散走。

OVE南青山 散走のご紹介



○東海道はじめの一歩！散走
東京に遺る江戸の痕跡を探す、歴史を辿る散走。

○三浦サバ散走 場所：神奈川県
毎年11月が美味しい、松輪サバを食べに行く人気の企画。

○横浜散走 場所：OVE〜神奈川県
OVE南青山から横浜まで約40キロの距離が長めの散走。
参加者は中華街で自転車乗り捨て、ビールで乾杯！が楽しみな散走。

○鎌倉紅葉散走

OVE南青山 散走のご紹介
歴史を辿ったり、場所に会いに行く散走



○吟行散走
俳句の先生も参加。俳句を詠みながら巡ることも愉しめる散走。

〇カメラ散走
カメラ講師から撮り方を学びながら巡る散走。

〇庭園散走
ガーデニングの先生と一緒にお庭巡りを愉しむ散走。

〇La voyage de Filles...noonと自転車で
「女の子の旅」散走
JAZZボーカリストのアルバムにちなんだ場所を巡る散走。OVEに戻って

散走で見た景色を思い浮かべながら、JAZZライブも楽しめる。

OVE南青山 散走のご紹介
参加者の中にある、それぞれの価値を共有する散走



現在コロナ禍で「ひとりで散走」ご案内
・OVEの自転車を使って、散走の楽しさを体験できるようになりました。

・ご自身の「やりたいこと」散走を楽しんでいただくことができます。

・オリエンテーション（散走について、交通ルールについて、自転車の使い方など）
を受けて頂いた後、自由に（3時間ほど）散走をお楽しみください！

・参加費3000円
※但し、実施中にSNSに指定のハッシュタグをつけた上で投稿していただくと、
帰着後2000円返金致します



新しい自転車文化の向上を目指して
“散走”という愉しみ方を

様々な地域へ発信

2014年1月
OVE発行「散走読本」



開催の目的
健康・観光・環境にやさしい「自転車まちづくり」の活性化

「散走」についてのご紹介 「自転車と健康」についてご紹介

＜各地域の活動を紹介・学び合う機会＞

2014年～OVE地域交流会がきっかけとなり
全国に広がる散走ネットワーク



地域の散走①

岡山県真庭市の散走事例
https://www.maniwa.or.jp/web/?c=news-2&pk=186

https://www.maniwa.or.jp/web/?c=news-2&pk=186


真庭市の概要
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木質バイオマスの取り組み 18
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真庭市長より、「自転車まちづくり」へ向けたご挨拶 ㈱シマノ神保よりご挨拶

㈱シマノ白石より「散走」レクチャー ㈱シマノ阿部より「自転車と健康」レクチャー OVE散走スタッフ
松田より「散走」アドバイス

2014年6月7・8日
岡山県真庭市 【蒜山エリア】散走フォーラムの様子



誰のための散走？

①地元住民の皆さんが楽しい

②地元の人から来訪者へ語られる

魅力的な地域資源を活かした
地元地域住民に愛される散走企画



岡山県真庭市【蒜山エリア】
散走コースづくりワークショップの様子

人・モノ・コト…蒜山の資源発掘ワーク



各グループの散走コース発表

岡山県真庭市【蒜山エリア】
散走コースづくりワークショップの様子



岡山県真庭市【蒜山エリア】散走コース実走の様子

地元の人が
まちの魅力を
再発見！



地域の散走②

大阪府堺市の散走事例
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/jitensha/sansou/index.html

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/jitensha/sansou/index.html


ＳＡＫＡＩ
散走

キーワードは『つなぐ』



毎月第3日曜日は「散走の日」

と定めて、堺市の民間中心に

散走誘い人として、体験機会を企画



SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催

散走アンバサダーとは
自転車の楽しみ方のひとつである『散走』を通じて堺の魅力
発信、及び自転車の安全利用の普及を行う人



SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催

 散走体験後、実際に走っての感想や今後自身がアンバサダーになる
にあたっての展望などについて話し合う

午前中の講座時点で青い散走アンバサダー認定証

午後の実習を経て、
シルバーの散走アンバサダー認定証を参加者に発行



SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催

 伝統工芸コースでは、もののはじまりなんでも堺にちなみ、
昆布屋、和楽器専門店、包丁・日本刀の工房を訪れ見学。

郷田商店
創業1946年、堺の老舗昆布専門店
社長自らの案内により、昆布と堺
の歴史における関係性を解説。
職人の手加工の現場を見学し、堺
の職人が受け継ぐ伝統の技を間近
で見学。

つるや楽器
創業1862年、三味線発祥の地・
堺で唯一の和楽器専門店。
アポイントメントなしだったにも
関わらず、優しく迎え入れていた
だき
津軽三味線の生演奏を披露いただ
いた。

水野鍛錬所
創業1872年、日本刀・庖丁を鍛
える老舗の工房。
戦後の法隆寺の大改修時、「魔除
け鎌」を鍛造し、奉納。
約300種類にもおよぶ日本の包丁
の奥深さについてお話いただいた。



散走体験後 振返り ワークショップの様子

◆SAKAI散走アンバサダーの定義

自転車の楽しみ方のひとつである“散走”を通じて
堺の魅力発信、及び

自転車の安全利用の普及を行う人



【問2】自分が次に、堺を巡るなら… 自分が大切な「誰か」と行くなら…
どんな堺の魅力スポットを巡るか？

・今に生きづく暮らしの話が面白い
・古墳周りが台風で木が倒れていたのでキレイにしてみせたい。
・お寺巡り散走
・見所が沢山あって歴史がスゴイ！

SAKAI散走アンバサダー 散走体験後 振返りワークショップ（一部抜粋）

【問①】コースについて（散走ならではの道選びなど）感想、意見
・思ったほど上り下りなくがなくて良かった。
・初心者でもあまり疲れることなく行けました。
・思った距離より走ってないくらい楽しく散走できた。

【問3】自分だったら、SAKAI散走をどのように情報発信するか？
・家族や友人への口コミ
・「散走」という言葉を使っていくことで、興味を持ってもらう。
・ギネスに挑戦
・町会でパンフレット作って紹介する
・FBで発信、インスタにはハッシュタグ「堺散走」入れる。

誰でも気軽に

自分のまちが
好きになる

自分ゴトに！



自転車活用推進
多くの地域で実践していること

【ツール制作】

自転車マップほか
観光ガイドツール制作

【インフラ整備】

・サイクルステーション
・自転車道整備

・駐輪場
・コミュニティ

サイクル

【イベント】

・サイクリングイベント
・ロードorマウンテン

バイクレース

【教育】

・ルールマナー啓発
・乗り方教室

OVEが
提案していること

日々の暮らしの中で実践できる「自転車の愉しみ方」
価値あるモノ・コトを気軽に体験できる機会づくり



テーマ
自転車を活用した健康づくり
自転車通勤の取組みについて

テーマ
ツーリズム・まちづくりのこれからの取組
みと課題、および次世代の担い手を

どう発掘し育てるか？

2020年【第12回】OVE地域交流会オンラインで開催



地域資源の再発見

地域住民との連携 担い手の発掘
場づくり

ここにしかない印象深い体験

「ツーリズム・まちづくり」の共通課題



散走
（α＋自転車）

地域資源の再発見

担い手の発掘
場づくり

地域住民との連携

「ツーリズム・まちづくり」の共通課題
散走は解決策のきっかけづくりに！



2019年 第3回「ソーシャル×散走企画」コンテスト
【一般公募】20チーム 58名のエントリー

未来の社会を担う若者たちに

自転車の可能性…その価値に

気づいてもらうことが大事！

過去に参画した学生の感想

・「散走」して地域の魅力に気づいた。

・クロスバイク購入しました。



「ソーシャル×散走」企画コンテスト
最終審査会

2019年10月27日（日）



2019年 第3回「ソーシャル×散走企画」コンテスト
【千葉県南房総の企画】最終審査でAPSP賞を受賞

※APSPとは、ソーシャルプロダクツ普及推進協会の略（http://www.apsp.or.jp/）

http://www.apsp.or.jp/


2019年 第3回「ソーシャル×散走企画」コンテスト
【千葉県南房総の企画】最終審査でAPSP賞を受賞

企画詳細は、下記のOVEウェブサイトをご覧ください！
https://www.ove-web.com/event/e-shop/sh-report/entry-228.html

https://www.ove-web.com/event/e-shop/sh-report/entry-228.html


スポーツ
便利な
移動手段

？



自転車（に乗ること）の再定義

新しい乗り方
新しい楽しみ

散走

便利な
移動手段スポーツ



暮らしとつながる

地域資源の発見・発展

歴史・伝統・文化・食

人とつながる

地元生活者の参画

人的資源の育成

社会とつながる

運営のノウハウ蓄積

エリア・拠点整備

暮らす人、訪れる人

楽しい・気持ちいい
健康的！

視野・価値観の変化気付き・学び・成長

外部発信

持続可能な地域形成
につながる


