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発行者:チャーティS 1

チャーティS始動 

『だれもが楽しめる地図づくり』
プロジェクトスタート！ 

社名の由来 

地図の起源は古代ギリシャで、ギ
リシャ語で地図はチャーティスと
いう。チャーティスの「ス」を
「S」にした。「S」は、                              

①Start-up                                            

②Smile                                             

③Story                                          

④Stage                                            

⑤Support                                      

⑥Sumida                                       

⑦Sakai 

キャラクター決定！ 

名前：チャッキー                           

map(地図)から生まれた、地図
(チャーティス)が大好きなお猿(モン
キー）                                                 

誕生日：2022年8月2日                   

性別：男                                            
性格：好奇心旺盛、うっかりさん 

レインボー新聞 
                   チャーティSの活動状況を不定期で報告いたします！         

メタ観光さんの話を聞いてきました。
2022年8月11日（木・祝）、文京区にある東京大学にお邪魔して、メタ観
光さんの話を聞いてきました。日本一の東京大学は、緑が豊かで、眺めも
とても良かったです。このような環境で勉強できていいなと思いました。
赤門が閉まっていたのが残念でした。

お会いしたのは理事の真鍋さんと菊池さんで、僕が考えてきた質問に丁寧
に答えていただきました。メタ観光さんは墨田区のメタ観光マップを作っ
た人たちです。メタ観光マップとは、その場所にある情報（テレビで紹介
されたこと、歴史、絵や写真など）を一つの地図としてまとめたもので
す。僕もメタ観光マップのようなアプリを開発したいと思っています。

また、働く上で大切なこと（①約束を破らない②なんでも話す③自分が楽
しいと思う事しかやらない）や、これからの僕に必要なこと（①大人の人
と仲良くなる②自分が体験できないことを読んだり見たりする③興味のな
いことも楽しいと思えるようになろうとする）を教えていただきました。

教えていただいたことを今後に活かしていきたいと思います。
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活動報告 

2022.7.24(日)10:00～                   
墨田区役所にて、キックオフ会 

2022.8.2(火）                                 
会社名＆キャラクター決定 

2022.8.4(木)18:00～                    

第１回 ZOOMミーティング 

2022.8.8(月)                                           
名刺作成 

2022.8.11(木)16:00～                   

東京大学へ、メタ観光さんと会合             

2022.8.17(水）                                

LINEスタンプ作成 

2022.8.19（金）                            

第２回 ZOOMミーティング 

2022.8.24(水）                                      
市場調査① 

今後の予定 

2022.8.30(火)13:00～                  
吾嬬製作所さん訪問予定 

方向転換
僕は、白地図が、行ったところにマークや色がつい
て、何をしたとか、何を食べたとか、日記がわりにも
なる物を作りたいと考えています｡                                 

メタ観光さんで話を聞いて、デジタル（アプリ）で作
りたいと思いました。でも、そのためにはプログラミ
ングの知識や技術が必要です。今の僕には作る事がで
きないので、中学生になったらプログラミングを習う
ことに決めました。将来、必ず実現したいと思いま
す。そこで、別の方法で形にすることを考えることに
しました。【お土産にもなる立体体験型白地図】で
す。

市場調査①
新しい目的達成のためのアドバイスをいただいて、お
土産屋さんに市場調査をすることにしました。初回
は、ソラマチにある、ご当地ピンズプラスさんに話を
聞きました。そこでわかったことは、お客さんや環境
によって、商品の内容を変化させていくことです。ま
た、新しいアイデアも思いつきました。

☆編集後記☆
この度、チャーティSの創業を記念して、レインボー

新聞 創刊号を作成しました。今までは夏休みだった

ので、いろいろ準備を進める事ができました。今後
は、学校との両立なので、思うように進められない
かもしれませんが、精一杯頑張りたいと思います。
僕を支えてくださる皆さん、いつも本当にありがと
うございます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。                                 チャーティS代表 酒井優任   
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レインボー新聞 
   ～チャーティS活動報告～          

吾嬬製作所さんに行ってきました。
2022年8月30日（火）、墨田区立花４丁目にある吾嬬製作所を訪問してきま
した。吾嬬製作所さんは、僕の家の近所にある工場やテレビで見る下町の工
場という感じで、社長さんもご家族も、とても優しかったです。                                                                                                                              

まず、プラスチックを成形するための大きな機械を見せてもらいました。い
ろんな機械があるんだなと思いました。これまでに作ったたくさんの型や物
も見せてもらい、その中には、くまモンの型や大きなドラえもんなど、キャ
ラクターの物もあって楽しかったです。実際に真空成型を体験させてもらい
ました。一瞬で成型できて、すごいなと思いました。                                                 

最後に、細かな凹凸がある地図を見せてもらいながら、僕が作りたい物につ
いて相談に乗っていただきました。印刷・成型・材料にお金がかかることや、
地図を使うためには国土地理院の許可が必要なことなど、具体的なことも教
えてもらい、とても勉強になりました。ありがとうございました‼

コンセプト 

『だれもが楽しめる』地図 

イメージ 

白地図が、行った所にマーク
や色がついていく                    

何をしたとか、何を食べたと
か、日記がわりにもなる地図                 

最初の目標 

メタ観光さんの話を聞いて、
デジタルでの作成（アプリ開
発）が夢になる                                               

⬆ 知識や技術が必要なので、
中学生になったらプログラミ
ングの勉強を始めたい 

新しい目標 

「お土産にもなる体験型立体
地図」 

実現に向けて 

模索中

僕が通う小学校にも吾嬬製作所
さんで作成されたと思われる地
図が貼ってありました。

お土産をたくさん
いただきました‼
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モヤモヤ期突入                                                                     
どうしたらいいかわからなくなる

試作作り（let's try‼）

吾嬬製作所さんを訪問した時に、作ってみたら？と言
われて、試作品を作ることにしました。                       

①発泡スチロール                                                                                   

線路にした竹ひごは、曲線にはむかない                    削っ

たゴミを片付けるのが大変だった                              ②マ

グネットシート＆布                                                             

磁力が弱くて、傾けると落ちてしまった                      実

際に作ることで、楽しさや難しさを感じて、なんでも
やってみることが大事だと思いました。

悩んだ時は原点に
これからどうしたらいいか分からなくなっていた第５
回ZOOMミーティングの時に、たけおさんからアドバ

イスをもらいました。「このプロジェクトは２月まで
と期限が決まっているけど、それまでに形にしないと
いけないわけではない。たくさん失敗してもいいか
ら、いろんなことにチャレンジするといい。このプロ
ジェクトに応募した最初の気持ちを思い出して。」と
言われました。                                                                    

そこで、僕が地図が好きな理由はなんだろうと考えて
みました。ひとつに、旅行や行く目的がある時にガイ
ドブックを買います。行きたい場所を確認するために
地図を見ます。地図のおかげで目的地に着くことがで
きます。地図ってすごいですよね！                                                                         

地図が好きな人もそうでない人も、出かける時には地
図を見ることがあると思います。旅行や出かけること
はみんながワクワクすることだと思います。誰もが地
図を楽しめるためには〔観光〕とセットにするといい
のかなと思いました。                                                                           

☆編集後記☆
これまで比較的順調にすすんで来ましたが、学校が始
まったこともあり、夏休みのように進められなくなっ
てしまいました。墨田区観光課さん訪問や、中間報告
会参加など、引き続き目標に向かって頑張っていきた
いと思いますので、よろしくお願いします。                                                                                                  

チャーティS代表 酒井優任 

活動状況 

 2022.8.26(金)                                          

レインボー新聞創刊号発行            

第３回ZOOMミーティング                     

2022.8.30(月)13:00～                                 

吾嬬製作所さん訪問                       
真空成型体験 

2022.9.3(土)・4(日)                          

試作作り                                            

2つの試作を作成 

2022.9.8(木)                                      

第４回ZOOMミーティング                  
名刺の図案確認 

2022.9.10(土)                                             

浅草文化観光センターで、            
木製のジオラマを見る 

◎おまけ◎                                                    

9月17日(土) 牛嶋神社祭禮                       
高張を経験しました♬ 

2020.9.22(木)                                    

第５回ZOOMミーティング                   
新たな方向性が見えてくる 

ミーティング後                               
中間報告会の資料作りを始める 

今後の予定 

2022.10.5(水)16:00～                                   
墨田区観光課さん訪問予定 

2022.10.23(日)14:00～                                 

中間報告会1参加予定                                    

チャッキークイズ                          
これ、なーんだ⁇
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レインボー新聞 
   ～チャーティS10月の活動～          

墨田区観光課さんに行ってきました。
2022年10月5日（水）墨田区観光課さんに話を聞きに行きました。観光課
さんは区役所の14階で、14階に向かうエレベーターからの景色がとてもき
れいでした。観光課さんの主な役割は、墨田区の良いところを外に伝える
ことです。前は、区役所が中心になって企画したりしていたけど、今は街の
人たちが意欲的に活動していて、サポート的な仕事が多いそうです。                                        

『シビックプライド』いう言葉を知りました。調べると「まちへの誇り・
愛情・共感をもち、まちのために自ら関わっていこうとする気持ちのこ
と」でした。  墨田区を知ってもらうためには、墨田区に住んでいる人が墨

田区の良い所を知ることも大事なことがわかりました。                       

話を聞いてくださった矢田さんは旅行会社で働いていたそうで、僕の質問
や考えていることに対して、具体的なアドバイスをくれました。                                                                            

一つは、『ターゲットを絞る』ということです。誰に伝えるか。誰に届け
るか。によって、伝えること・伝える方法が変わるそうです。                            

僕が考えたツアーについては、メインは何なのか、時間・人数・費用につ
いて、もっと具体的に考える必要があります。                                                            

そして、地図は、観光ともつながっていると気づくことができました。                                                                                                                            

今回、名刺を忘れてしまいました。名刺は、初対面の人に自分を覚えても
らう大事なツールです。今後、訪問の時には、事前準備確認を忘れず、ゆと
りを持って行動したいと思いました。観光課さんには、後日写真撮影を兼
ねて、名刺を渡すことができました。

Mission 

『誰もが楽しめる』地図作り 

Vision 

オリジナル地図で、地図が好き
な人もそうでない人も、ワクワ
クできる 

Value 

チャレンジ‼ 

現在の目標 

お土産にもなる体験型立体地図 

仲間紹介 

名前：マーニー【営業部長】
map(地図)から生まれた
bunny(うさぎ)                                                        

誕生日：10月25日                                

性別：女                                             

性格：フットワークが軽い             

寂しがりやで人懐っこい 
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活動状況 

 2022.9.26(月)                                          

レインボー新聞第２号発行                                                        

2022.9.29(木)16:00～                                 

第６回ZOOMミーティング                  

ZOOMの入室にも慣れました！ 

2022.10.1(土)                                         

印刷博物館へ                                    
企画展「地図と印刷」視察 

2022.10.5(水)16:00～                           

墨田区観光課さん訪問                           
ツアー企画の相談もできました 

2022.10.6(木)                                                    

第７回ZOOMミーティング                

中間報告会１の資料作成                     

2022.10.8(土)                                                

そらくん宅訪問                                       
先輩から体験談を聞く 

2022.10.12(水)                                                                              

iUにて、中間報告作戦会議                            

(資料作り＆プレゼン練習)              

初めてiUの中に入りました。           

学校というより、                       
オフィスっぽいと　　　　　　
思いました。 

2022.10.13(木)                                        

墨田区観光課さん再訪問                 

(名刺渡し＆写真撮影) 

2022.10.22(土)                                                                                     

iU学校祭                                                
謎解きに挑戦！ 

2022.10.23(日)                                         

中間報告会１                                             
区役所にて 

『地図と印刷』
印刷博物館で開催されている企画展を視察してきました。古地図がたくさん展
示されていて、伊能忠敬が作った地図や、VRシアターで「伊能忠敬の日本

図」を見ることもできました。17年かけて歩いて日本全国を測量した伊能忠
敬は、本当にすごいなと思いました。最後にお土産屋さんに寄りました。地
図のお土産は、地図と測量の科学館やゼンリン限定の物がありました。欲しく
なった物は高くて諦めたから、撮影できなかったのが残念でした。                                                                                               

今はなんでもスマホで見られるけど、僕はやっぱり紙の地図が好きです。地図
は、『印刷』もセットだと感じました。

先輩と対談
昨年、このプロジェクトで活動した小山創楽くんに話                                           

を聞くことができました。夏休みに、創楽くんが主催                                           

するイベントに参加しました。すごく楽しかったし、                                         

僕と同じ５年生だから、どうやって実現したのか話を聞きたいと思っていま
した。創楽くんのお母さんから、いろいろ話を聞くことができて、そろそろ
何をするか具体的に決めて、動かないといけないと思いました。少しだった
けど、創楽くんと一緒にゲームで遊ぶこともできて楽しかったです。

中間報告会1 
他のグループの発表を聞いて、焦りました。                                                                            

僕は、たくさんの考えはあるけれど『これだ！』                                                  

と思えるものが決まっていなくてモヤモヤして                                                                  

います。いただいたばかりの名刺を交換しながら、お話を                                   

聞きましたが、まだひらめきません。                                                                      

そろそろ具体的に作り始めたいから、進むしかない‼

◎お詫びと訂正◎ 
9月26日に発行したレインボー新聞第２号の活動状況欄の下から５行目について、              
【誤】2020.9.22    と書いておりました。                                                        
【正】2022.9.22    の間違いでした。                                                               
今後、このような間違いが無いようにしていきます。よろしくお願いします。                                
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発行者:チャーティS 1

レインボー新聞 
   ～チャーティS11月の活動～          

サトウ化成さんに行ってきました。 
2022年11月16日(水)に、東墨田2丁目にあるサトウ化成さんを訪問させ
ていただきました｡ 机の周りには、これまでに作られた楽しそうな物がた
くさん置いてあって、おもちゃ箱みたいでした。                                                                    
サトウ化成さんは、ウレタンを使っていろいろな物を作っている会社で
す。ウレタンは、色や大きさ・厚さ、硬さもいろいろと種類があって、バ
リエーション豊かな素材であることがわかりました。名刺入れや、趣味の
釣り竿入れ、ウクレレケースなど、なんでも手作りでした。大きなスライ
ムはビート板で、泳げない僕も浮いていられるかなと思いました。 

僕が作りたい地図については、いろいろ作ってみるといいよとアドバイス
をもらいました。会社の外に置いてある宝箱の中には、自由に持ち帰って
いいウレタンがたくさん入っていたので、試作品を作るために持ち帰りま
した。これから、お土産にもなる体験型立体地図の完成に向けて頑張って
いきたいです。

Mission 

『誰もが楽しくなれる』 地図作り 

現在の状況 

想いと、たくさんの情報の中で、
試行錯誤中 

仲間紹介 

名前：トラぽん【制作部長】          

transform（変身・変形）ぽんぽこ
（たぬき）                                        

誕生日：4月1日                                

性別：男                                             

性格：人を楽しませる事が好き    

アイデア・発想が豊か                        

趣味・特技：変身すること＆変形
させることが得意  

      おいらの出番‼

スミファでは、参加者の方に説明
をされていたので、スタンプだけ
押して帰りました。
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発行者：チャーティS 2

活動状況 

2022.10.26(水)       レインボー新聞第３号発行                                                                                                                   

2022.11.2(水)         第８回ZOOMミーティング                                                                                                                                               

2022.11.10(木)       第９回ZOOMミーティング                                                                                                                   

2022.11.14(月)       視察                                                                                                                                                           

2022.11.16(水)       サトウ化成さん訪問                                                                                                                              

2022.11.17(木)       第10回ZOOMミーティング                                                                                                                   

2022.11.19(土)       スミファ                                                                                                                                                 

2022.11.25(金)       ナビタイムさんとzoomミーティング ←詳細は、次号にて♬ 

スミファ(第11回 すみだファクトリーめぐり)

視察
内外地図という会社のイベントスペースが                                              
一般公開されていることを知ったので、                                        
行ってみました。                                                              
『時層地図』は、日本最大のタッチパネルで、                             
今と昔の地図を見比べることができました。                        
いろんな会社があるんだなと思いました。

まなっぷ(Home Edition)

まなっぷは、ZENRINさんが作った地図を活用したプログラミング教材です。                                                       
学校で、たまに使っているスクラッチに似ていたから、簡単にできました。                                                             
キャラクターのまにゃっぷを自分の家から好きな所まで動かすことが楽しかったです。                                                 
今は体験版を使っているけど、時間が取れるようになったら申し込みたいです。

11月19日(土)に、サトウ化成さんで教えてもらったスミファに参加しました。                                        
｢すみずみ｣でスタンプラリーの台紙をもらって、地図を確認しながら目印の黄色の旗を探しました。                        
ハサミ作りの体験や、石鹸の詰め放題をしたり、どの会社でも優しく丁寧に教えてくれました。いろいろ知
ることができて、すごく楽しかったです。スタンプラリーをコンプリートできなかったのが残念だけど、そ
れだけたくさんの会社があるんだと思いました。来年は計画的に参加したいです。                                                                                                                              
スタートアッププロジェクトの活動を通して、墨田区はすごいな、楽しいなと思うことが増えました。       
スミファみたいに、楽しく参加できて、いろいろ体験できる街歩きを企画できるといいなと思いました。

👈 スミファのオリジナル地図                                    

帰宅後、僕が作りたいオリジナル地図をイメージして、
巡ったところをまとめました。今回は、スミファで行っ
た印刷会社さんで買った大きな紙（激安‼）を使いまし
た。本当は置き場所にも困らないサイズが理想です。   
行った会社の名前と感想を書きました。                  



チャーティS広報誌☆第５号 2023年1月26日

発行者:チャーティS 1

レインボー新聞 
   ～チャーティS12月・1月の活動～          

Mission 

『誰もが楽しくなれる』 地図作り    

👉 対象者を明確にすること                

👉 具体的にどんな地図か 

現在の状況 

終わりが近づいてきて、どうした
らいいかみつけられずにいる 

仲間紹介 

名前：ミゴル【経理部長】                 

ゴールド(金/元素記号Au)に縁があ
ると言われる巳(へび)                                         

誕生日：1月24日（金の日）                                

性別：男                                             

性格：お金が大好き                         

完全無敵な金庫番 

ナビタイムさんとzoomミーティング 
2022年11月25日(金)に、ナビタイムのニッチャートラベルを担当している
高田さんとzoomミーティングしました。ニッチャートラベルとは、地域活
性を目的としたナビタイムさんと阪急交通社さんの共同プロジェクトで、
テーマを絞ったツアーを企画しています。                                           
ニッチャートラベルのこと、渋谷区の小学校とのプロジェクトのことを教え
ていただいた後に、僕の質問に答えていただきました。 

質問① 一緒に活動できる仲間と知り合える方法はありますか？              
SNSやイベントなどコミュニティの活用が有効                                                       
➡僕はまだ、SNSを利用していないので、今は難しいと思いました。将来
は上手に活用できるといいなと思いました。 

質問② 街歩きなどイベントを開催するためのポイントを教えてください。    
☆呼びかける、情報を発信することで、知ってもらう                                              
☆企画の内容について                                                                          
ターゲットを明確にすることが一番大切                                                 
誰に対しての企画なのか、どんな人に集まってもらいたいか、                   
細かく具体的に設定する                                                                    
ターゲットに楽しんでもらえる内容を考える                                             
➡僕のテーマは、地図が好きな人も、そうでない人も、誰もが楽しめる地
図作りでした。でも、活動を通して、範囲が広すぎるから難しいとわかっ
てきました。ターゲットを考えた時、僕自身がベストだと思いました。 

質問③ 僕が考えるオリジナル地図は、どうしたらできると思いますか？        
デジタルでやるといい。Googleマイマップを試してみると良い。              
デジタルでも、必ずしもプログラミングは必要ではない。やりようによっ
てはお金もかからない。                                                                      
➡デジタルは、知識・技術が必要だと思っていました。何かをするために
は、より多くの知識や情報を持つことが必要だと思いました。                       
Googleマイマップも使ってみて、なんでもあるんだなと思いました。 
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ナビタイムの高田さんとミーティング後、渋谷
区の小学生と作成したガイドマップの冊子と、
プレゼントが届きました‼                                   
冊子は、パッと見て英語しか書いてなかったか
ら、読めない。と諦めちゃったけど。日本語併
記版もあると教えてもらいました。小学生に
も、こんなに立派なガイドマップが作れたなん
て、すごいなと思いました。

活動状況 

2022.11.25(金)    ナビタイムさんとZOOMミーティング
2022.11.30(水)    第11回ZOOMミーティング                                                                                                                                               

2022.12.7(水)      第12回ZOOMミーティング                                                                                                                   

2022.12.11(日)    中間報告会                                                                                                                                                           

2023.1.6(金)         第13回ZOOMミーティング                     

2023.1.11(木)      とんこまにて、試作作り                                

★試作作りについては、1.18にも実施予定でしたが、コロ
ナ陽性となってしまい、延期となりました。                                                                               

ご迷惑をおかけしたみなさま、申し訳ありません。                                                           

中間会
iUで中間会がありました。iUには学校祭とかで行ったこと
があったけど、会場になった教室には初めて入りました。 

はじめに、iU事務局長の宮島さんの講義を受けました。  
商品を作るときは、                                                    
本当に売れるか、対象をどうするか、を考えて作る                 
わかりやすく、メリットを商品にのせてPRする                        
商品を買うお客さんの身になって考えること                                
が一番大切だと教えていただきました。                                     
お菓子のパッケージを例に説明してくれた                       
ので、わかりやすかったです。                                     
他にも、失敗した時には、やり直せばいい。                                         
努力が大事。とおっしゃっていました。 

                             

後半は、今後の作戦会議をしました。                                
宮島さんの講義を聞いた後だったので、                         
今までだったら気付かなかったことも                            
ピックアップできたと思います。                                  
ポストイットを使ったブレストは、                                  
整理するのに便利だと思いました。       

宮島さんからのお菓子は、ゲットならず>_<                    
じゃんけん弱いな。。 

試作品作り
たけおさん・よしとさんと一緒に、とんこま
（東駒形コミュニティ会館）で、試作品作り
をしました。僕のイメージを伝えると、一緒
に考えたり作ってくれて、                              
良い経験になりました。 

                      屋形船→

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
‼ 

今年もよろしくお願いします。

名刺交換にも
慣れました♬


	チャーティS始動
	社名の由来
	キャラクター決定！
	メタ観光さんの話を聞いてきました。
	方向転換
	活動報告
	今後の予定
	市場調査①
	☆編集後記☆

