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皆さまからのご意見、ご感想をお待ちしております。

（１）（４）

第８６号 おいらのまち ２０１７・３ 第８６号 おいらのまち ２０１7・３

としまち研の現在の会員数

正会員 63 人　賛助会員 30 人

編集発行人　平石郁夫

事務局担当　岩ヶ谷充

おいらのひとりごと 『おいらのひとりごと』はとしまち研会員によるリレー形式のエッセイです。

としまち研　

各部会・委員会の次回開催予定

共同建替え部会

コーポラティブハウス部会

団地・マンション再生部会

人と暮らし部会

総務部会・広報部会

災害復興まちづくり支援委員会

　としまち研会員の方であれば誰でも参加できま

す。また、部会で取り上げて欲しい内容、勉強会

等がありましたら、事務局までお知らせください。

  ４月　４日（火）

４月 26 日（水）

４月 11 日（火）

４月 21 日（金）

『子育ては親育て』　牧野恭久

　悪戯をして、叱られる！と逃げる我が子の背中を見ながら「最近あんまり叱られていないなぁ」と少

し考えてしまいました。

　私はおそらくお調子者で、親にも先生にもよく叱られては、心の中で舌を出すような子供でした。そ

んな性格は成長と共にすんなりと直るわけでもなく、大学や社会に出てからも出会った諸先輩方にお叱

りを受けては、素直に反省したり、「これは自分が正しい」と居直ってみたり。ただそれが、どんなお

叱りであっても、一度自分を見つめ直し自分の視野を広くするためには、とても重要な出来事でした。

それが最近あまりないような・・・。退職をし独立したからなのか、いい年齢になってしまったからなのか、

昔は「そこまで言うか！」と腹を立てていたのに何もないと少し寂しいような。

　というわけで、としまち研に入会しました牧野と申します。としまち研の活動にも積極的に取り組も

うと思いますが、不慣れな事がたくさんあるかと思います。

　その際は是非、皆様の（愛のある！）お叱りをよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次号の『ひとりごと』は新井信幸さんです。お楽しみに。

　千代田区には約 430 棟（平成 26 年 3 月時点）の分譲マンションが

あり、人口の 85％がマンションを含む共同住宅に居住しているとのこ

とです。そして、マンションでは管理組合の運営方法、管理会社との関係、

居住者名簿の作成、震災時等のマンション内でのコミュニケーションの

あり方、地域社会との関係等さまざまな問題があると言われています。

　としまち研事務所のある千代田区神田東松下町は、本年 1 月 1 日現

在の居住者は 140 世帯・249 人という小さな町会でした。しかし、

この 3 月から、千桜小学校跡地に建設された区営住宅棟に 129 世帯、来年 5 月には民間分譲マンショ

ンに 278 世帯が入居予定です。戸数だけ見ても現在の 140 戸の 3 倍近い 407 戸が増え、人口も大

幅に増加することになります。

　町会への加入を強制することはできないそうです。となると現町会員が頑張って町会活動を盛り上げ

なければなりません。そして、町会活動は楽しそうだな、と新しい居住者の皆さんが、当たり前のよう

に町会に参加していただくようにする必要があります。

　今年は、神田祭りです。としまち研も東松下町々会の町会員です。で

すから、としまち研会員の皆さんも東松下町々会の町会員ということに

なります。東松下町々会の立派な大神輿担ぎと前回もやりましたチヂミ

づくり（石坂さんを中心につくり、COMS HOUSE 前で町会の皆さんに

振る舞う）のお手伝いに多くの皆さんの参加をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（としまち研理事長　杉山　昇）

編集後記

　３月の一木会で「デジタル革命で強化され顧客体験」というテーマで、普段あまり聞くことのでき

ない IT についてのお話を聞きました。今回はメーカーがデジタル技術を駆使して行うマーケティン

グ戦略についての話が主でしたが、IT 技術の発展が、近い将来、生活にどのような影響を及ぼすかを

想像しながら、とてもワクワクするお話でした。

　インターネットの普及により、スマホでいつでもどこでも情報がキャッチできてしまう現代だから

こそ「知らない」や「興味がない」では済まされず、様々な分野の情報を収集することの大切さを、

改めて感じた一木会でした。としまち研facebookの更新もがんばります！　　　　（事務局 岩ヶ谷）

【神田祭・街祭礼の案内】

 神田祭でお神輿を担ごう！！！

通常総会のご案内

　５月１３日（土）・１４日（日）に神

田祭が行われます。

　神田地域のほとんどのお神輿は神田

明神に宮入しますが、としまち研事務

所のある神田東松下町では神田川のほ

とりにある柳森神社に宮入します。こ

の町会のお祭りは手づくり＋アット

ホームな感じ、初めての方も参加しや

すいのが特徴です。

　東松下町のお神輿は大きくて立派、

担ぎ甲斐があります。子ども神輿や山

車（桃太郎）などもありますので、ご

家族やお知り合いの皆さまをお誘いあ

わせの上、ぜひご参加ください。

　今回も COMS HOUSE ととしまち

研で「手づくりチヂミ」を提供予定（？）

詳細は決まり次第、E メールなどでご

案内いたします。

　としまち研の第１７回通常総会を下

記により開催いたします。

　会員の皆さまは奮ってご参加いただ

きますようお願いいたします。

　
記

 　
日時：平成２９年５月２５日（木）　

　　　午後６時３０分より

場所：としまち研会議室

　　　（千代田区神田東松下町 33 番地

　　　　　　　COMS HOUSE２階）

総会次第：４月の理事会を経て、準備

ができ次第、案内をお送りいたします。

 　
※総会終了後は引き続き懇親会も予定

しております。

地域社会でも頑張りましょう ～ 5 月 13 日 ( 土 )、14 日 ( 日 ) の神田祭りにお出かけを！～

ガード下を練り歩くお神輿（前回）

宮入り前の集合写真（前回）

町会自治功労者として表彰

前回の神田祭の様子

( 右 ) お神輿の巡行

( 下 ) としまち研チヂミ隊



（２） （３）

第 8６号 おいらのまち ２０１７・３ 第 8６号 おいらのまち ２０１７・３

おいらのくらし 『おいらのくらし』はコーポラティブハウス入居者によるリレーエッセイです。

一木会ご報告（原則、毎月第一木曜日に行う勉強会・交流会です）

　「つながりデザインセンター・あすと長町（略称：つなセン）」は、仙台市あすと長町地区で災害公営

住宅を中心としたコミュニティ形成と復興まちづくりに取り組む NPO です。昨年 12 月に NPO 法人

認証を受け設立されました。

　あすと長町は市内最大の 223 世帯の仮設住宅団地が建設された場所ですが、仮設住宅自治会や多様

な外部団体がコミュニティ支援に取り組んできた結果、「あすとの仮設住宅で暮らし続けたい」という

声が聞かれる程、豊かな近隣関係が築かれました。その後、コミュニティ入居制度を活用する等して、

約 80 世帯がつながりを維持したまま、近傍に分散する 3 棟の災害公営住宅に移転することができまし

た。

　つなセンでは、集会所等の運営コーディネートによるまちの居場所づくり、高齢者等の共助型見守り

支援、担い手同士のつながり創出の他、あすと長町で培った復興コミュニティデザインの経験を東日本

大震災の被災地や熊本等、他地域に伝えるべく活動をしています。そして、地域におけるヒト・モノ・

コトをゆるやかにつなげながら、一人ひとりがより良く暮らせる住まい・まちづくりに取り組んでいき

たいと考えています。 <HP：www.tsuna-cen.com>　　（としまち研理事・つなセン事務局長　宮本愛）

　としまち研が事務局としてお手伝いをしている入谷地区再開発検討委員会では、台東区が旧坂本小学

校活用方策の検討を進めている状況を踏まえ、今年度は台東区企画財政部とともに「旧坂本小学校再開

発検討小委員会」を発足させました。

　小委員会では、旧坂本小学校周辺の地元 3 町会から構成員を募り、議論を重ねました。旧坂本小学校

の活用にあたり地域貢献に望まれる施設としては、区民施設、多目的広場、保育所、運動施設、音楽ホー

ルなどのご意見を頂きつつも、周辺環境を損なわないよう配慮して欲しいという声も聞かれました。

　小委員会において検討された内容は、上部組織である「入谷地区再開発検

討委員会」にて、さらに議論が行われ、最終的に「入谷地区町会連合会」と

して地域の思いをまとめた要望書が台東区長宛に提出されました。

　来年度以降についても、地域の皆様のまちづくりの思いを実現するため、

取り組む予定です。　　　　　　　　　　　　　（としまち研　五十嵐一博）

　KT ハウス管理組合は、２月４日（土）に屋上にて購入したばかりの防災備品の取扱い説明会

を実施しました。組合員一人一人が使えるようになることが目的です。

　備品は、カセットガスを装着し、手動で紐を引っ張ると作動する「キャスター付き発電機」、

もう一つは折り畳み式で非常階段を昇降できる「キャスター付き椅子型担架」です。理事による

事前チェックの後、参加者一人一人がそれぞれを実体験。発電機は操作が簡単でヘアドライヤー

を動かす実演を行いました。担架は、椅子型ではあっても、器材自体がそこそこの大きさがあり、

階段一段一段をキャスターで降りていくため、担架の前後で人が介添えをしないとちょっと不安

との声もありましたが、まずは体験第一で良しとした説明会でした。

　その後は、近所の中華料理屋で新年会。皆で和気あいあいと近況報告、

世間話や地元情報の交換。KT ハウスにとっては夏の隅田川花火大会鑑

賞会と共に二大イベントの一つですが、今年でかれこれ 13 年目を迎え

ます。一人一人の顔が見えるコーポラティブハウスならではのイベン

トは今後も大切にしていけたらと思います。　　（KTハウス　田 章一）

つながりデザインセンター・あすと長町のご紹介

入谷地区再開発検討委員会の今年度の取り組み

　ウインズタウン稲毛海岸壱番館では、築 18 年を迎えた今年、一回目の大規

模修繕工事に向けて、としまち研と管理組合の共催で「みんなで建物診断」を

実施しました。当日は、天候に恵まれ 20 名程度の参加がありました。　

　壁や床タイルの状況について、参加者自身がパールハンマーで音の変わる箇

所を確認し、屋上では建物の状況の説明をいただきました。また、受水槽室や

ポンプ室などの普段立ち入る機会のない設備室の状況と設備の役割についても

説明をいただきました。その後に行われた診断結果報告会では、建物の総合的

な診断状況についての説明があり、建物の状況についての理解を、目視確認し

た状況と合わせて、より具体的に実感して深めることができました。

　マンションのような共同住宅では、建物に対する関心が希薄になりがちな傾

向があります。当マンションでも一部の熱心な方を

除いてはその傾向にあったと言えるかと思います。

今回の大規模修繕工事を円滑に進めるためには、居

住している方々の理解と協力が欠かせません。今後も、このような機会を活用

して、居住する方々に建物に対しての理解を深めて、より愛着を持って行って

もらえるようになればと考えております。

　　　　　  （ウインズタウン稲毛海岸壱番館住宅管理組合 理事長　正好裕之）

「みんなで建物診断・建物診断結果報告会」を開催しました

　海老原義也さん（写真上）
と日高保さん（写真下）に、
神田須田町に現存する築 89
年の看板建築「海老原商店」
を伝統工法により改修工事を
し、築 100 年を過ぎても活
用できるようにしたお話をし
ていただきました。そして、
海老原商店を通してみた神田
須田町界わいの変遷などにつ
いても貴重なお話をしていた
だきました。

　神田東松下町のコーポラ
ティブハウスにお住まいのＩ
Ｔの専門家：細谷竜一氏に、
デジタル技術の普及とともに

「モノからコトへ」が現実化
し、ブランドは単に優れた製
品やサービスを提供するだけ
でなく、卓越した「顧客体験」
をもたらすことで初めて競争
に勝てるようになる“ことな
ど、わかりやすくお話いただ
きました。

☆第 258 回一木会（２０１７．２．２） ☆第 259 回一木会（２０１７．３．２）

今後の一木会予定

　☆４月（４月６日）【第 260 回一木会】

　　　テーマ：豊島区上池袋木造密集地域における現代版「木賃文化」を耕すプロジェクト

　　　ゲスト：ユニット名：山本山田

　　　　山本直（ヤマモトアトリエ 代表）、山田絵美（市民社会創造ファンド プログラムオフィサー）

　☆5 月（５月 11 日）【第 261 回一木会】

　　　加藤畳店の加藤明さんによる「（仮）畳の話」

　としまち研では、昨年末より千葉市美浜区にあるウインズタウン稲毛海岸壱番館（98 戸、築 17 年）

にて、第一回目の大規模修繕工事のコンサルティング業務を受託し、検討を開始しています。

　３月４日（土）には、建物の状況や不具合を目で見て、知っていただくためイベント「みんなで建物診断」

が開催されました。管理組合の正好理事長より、当日の感想をいただきましたのでご紹介します。

バルコニー隔て板の蹴破り実験

床タイルの浮きの有無を確認

屋上防水の劣化状況を確認


