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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８7 号 おいらのまち ２０１７・5 第８7 号 おいらのまち ２０１7・5

としまち研の現在の会員数

正会員 6４人　賛助会員 3１人

編集発行人　平石郁夫

事務局担当　竹内房弥

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

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。

６月２７日（火）

６月１３日（火）

６月２０日（火）

『一人ひとりの復興　～検証の時期～』　新井信幸

　3.11 当初、「復興は被災者主導で」と被災各地の首長が声高に喧伝していた。

　それから６年、その内実はどうだったのだろうか。

　甚大な津波被害をうけた「仙台・荒浜」では、被災半年後に市による調査が行われ、それでも「戻っ

て暮らしたい」と回答した世帯が約 10％いた。その２か月後、居住を禁じる災害危険区域が沿岸全域

に指定された。市は住民と合意ができていたと言うが、それは連合町内会長と合意したからである。連

合町内会長が、住民たちとどのように合意したのかは問われないまま、ことは進められた。

　一方、としまち研が集団移転のコーディネートを担った「あおい地区（東松島市）」では、２年半の

間に 100 回を超す住民集会が開催され、移転後の自治運営体制が構築されてきた。参加住民からは「民

主主義を学ばせてもらった」そんな声があげられたそうだ。

　いずれにせよ、復興は被災者一人ひとりのために進められるべきである。

　それがどのように実行されてきたのか、そろそろ検証の時期にきているように思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次号の『ひとりごと』は大木祐悟さんです。お楽しみに。

　さる 5 月 7 日に行われた、八木澤壯一先生たちが始めた日本葬送文化学

会の 30 周年シンポジウム「終活ブームのつぎを本音で考える」に参加し、「大

きな変化の時代」であることを一層感じましたので、改めて以下に述べさせ

ていただきます。

　日本葬送文化学会の長江曜子会長のお話の中に、現代社会は「少子、超高齢、

多死、単身社会」であるというお話があり、具体的なデータも示されました。

【少子】2014 年の合計特殊出生率は 1.42、人口が長期的に増減しない出

生水準は 2.01。

【超高齢】2015 年の平均寿命で、女：87.05 歳・男：80.79 歳。

【多死】死亡者数は 90 年代で年間 80 万人、現在 130 万人、2030 年の推計は年間 230 万人。

【単身社会】50 歳まで未婚の人は、2015 年で男：23％、女：14％であり、単身世帯は 26.3％。

　このような現実は実質的な人口減につながり、かつ、社会不安につながります。現代社会としっかり

向き合う為にも、まずは勉強会を始めたいと考えています。

　第 1 回目は、住まい等のハード面ではなく、「超高齢化に伴う成年後見制度と相続制度について」と

いうソフト面のテーマとし、司法書士法人大城節子事務所にお願いをしてあります。日程が決まり次第、

改めてご案内いたします。

　なお、勉強会の次回のテーマは参加者で話し合い、一連の勉強会の結論は、「なるほど…そうだったか」

ではなく、具体的な対策をまとめて社会に提案することを目標にします。

　是非ご一緒に勉強しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（としまち研理事長　杉山昇）

編集後記

　前号まで編集を担当していました事務局・岩ヶ谷さんが退職されるということで、今号

からは私が担当させていただくことになりました。よろしくお願いします。

　さて、2017 年度の神田祭・街祭礼も無事終了となりました、皆様いかがでしたでしょ

うか？今年は残念ながら雨中の祭となってしまいました。初参加の方々には、「雨の中で

の神輿担ぎ」に、逆に迫力を感じたという方も多かったようですね。私自身はまだ神田祭に参加でき

ていないため、いまいち実感がわかず寂しいところです、次回開催時は参加したいと思っています。

　梅雨も近づき、気候の変化が激しい時期です。皆様体調にはお気を付け下さい。　（事務局　竹内）

　５月末をもって、としまち研事務局

を退職させていただくことになりまし

た。２０１２年７月に行われた被災地

視察ツアーより関わらせていただき、

５年という歳月をご一緒させていただ

きました。

　としまち研では、関連団体の事務局

や東松島復興支援など、会員の方々と

ともに本当に多くの現場に同行し、多

くを学ばせていただく貴重な機会をい

ただきました。

　6 月からは、学生時代を過ごした、

愛知県の岡崎市という街に戻り、中心

市街地の活性化の支援のお仕事をさせ

ていただくことになります。少し距離

が離れてしまいますが、5 年間で培っ

た「としまち研魂」を忘れず、がんばっ

ていきたいと思います。

　これからも、としまち研の一会員と

して、としまち研活動を応援させていた

だきたいと思います。今まで本当にあり

がとうございました。今後もよろしくお

願いいたします。   （としまち研 岩ヶ谷）

大きな時代の変化に対応する為の勉強会を始めます。

公開シンポジウム開催のお知らせ

「老いる家 崩れる街 

　　　　　～参加による再生への処方箋～」

日時：２０１７年６月２３日（金）

　　　１８：３０～２０：３０

会場：文京区民センター３階　３－Ａ会議室

　　　（文京区本郷４－１５－１４）

参加費：1,000 円（学生 500 円）

主催：NPO コーポラティブハウス全国推進協議会

共催：もうひとつの住まい方推進協議会

　　　新建築家技術者集団東京支部

　　　住まいとまちづくりコープ

　　　NPO 都市住宅とまちづくり研究会

☆お込み方法等はとしまち研ＨＰをご覧ください。

退職のご挨拶

岩ヶ谷さん、5 年間お疲れさまでした！

６月２９日（木）



（２） （３）

第 87 号 おいらのまち ２０１７・5 第 87 号 おいらのまち ２０１７・5

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）

　さる 5 月 25 日（木）、としまち研の第 17 回通常総会が開催されました。

　ご多忙の中来賓としてお出かけいただいた（一財）首都圏不燃建築公社の谷正隆理事、

（独）住宅金融支援機構の森山真次部長から励ましのご挨拶をいただきました。

　議案の審議に入り、まず第 1 号議案から第 5 号議案についてそれぞれ報告があり、

事業化の難航による問題や反省点、今後の方向性等を確認した後、各議案共に原案通

り承認されました。

　第 6 号議案：定款変更（理事及び副理事長増員）に関する件と、

第 7 号議案：役員の改選に関する件については、杉山理事長による趣旨説明の後、現

職の理事 20 名と監事 2 名は留任となること、新たに 6 名の理事（若手中心）が推薦

されることが報告され、共に原案通り承認されました。その後、高杉理事の閉会の辞

を以って、無事総会を終了しました。

　総会終了後は懇親会となり、冒頭にて事務局・岩ヶ谷充氏の退職と、新たに竹内房

弥氏が就職することが報告されました。懇親会は五十嵐理事の司会で始まり、歓談の後、

としまち研恒例の 1 分間スピーチが行われました。締め括りとして、平石理事の音頭

で神田一本締めが行われ、お開きとなりました。

　としまち研の財政状況としては依然厳しい環境にありますが、「NPO とは、社会の諸問題を捉え、問

題解決の手法や方策を調査・研究し、実践していく組織である」という基本姿勢を堅持し、頑張ってい

くことを確認しあう総会となりました。

　縁があってコーポラティブハウスに住んで５年程になります。

　今年は３回目の神田祭でした。今回も家族で参加しましたが、このお祭りを子供もとても楽し

みにしていました。上の子供は山車をひっぱったり、太鼓をたたいてみたり、とても楽しんでい

ました。下の子供は親に抱えられながらの参加でしたが、上の子供が神輿を担ぐときに楽しそう

に応援していました。今も子供が「ドンドン、カカカ」と太鼓のリズムを口ずさむことがあり、

お祭りがとても楽しかったことが伝わってきます。もちろん親もしっかり楽しみました。お祭り

には、同じコーポラティブハウスの方も多数参加されていました。

　住んで感じる良さの１つに、コミュニティ力が強いことがあり

ます。皆さんから子供に声をかけていただいたり、気にかけてい

ただいたりと、温かく見守っていただいていると日々感じていま

す。

　この環境を大事にしながら、子供の成長と次の神田祭を楽しみ

にしています。　　　　　　　　　（COMS HOUSE　岩永郁夫）

としまち研 第 17 回通常総会 + 懇親会開催さる

2017 年度 神田祭・街祭礼のご感想をいただきました。

　「山 本 山 田」こ と、
山本直さんと山田絵
美 さ ん の お 二 人 に、
都内の木造密集市街
地を地域文化の拠点
として創生していく
ための活動について、
実 践 を 踏 ま え つ つ、
楽しくお話していた
だきました。

　加藤畳店 代表の加藤明さん
に、子供の頃は誰もが親しん
だ「畳」についてお話してい
ただきました。畳が数多くの
素材と工程を経てできている
ことから始まり、畳敷き工事
の現場等についてもお話いた
だきました。休憩時間は、畳
の材料サンプルを見たり触っ
たりと、盛り上がりました。

☆第 260 回一木会（２０１７．４．１） ☆第 261 回一木会（２０１７．５．１１）

今後の一木会予定

　☆6 月（6 月 1 日）【第 262 回一木会】

　　　テーマ：「超高層マンションは将来廃墟化する」

　　　ゲスト：村島 正彦 氏（都市計画コンサルタント、建築ジャーナリスト）

　☆7 月（7 月 6 日）【第 263 回一木会】

　　　テーマ：「のこぎり屋根の話」　吉田敬子さん

　今年の神田祭も無事開催され、多くの方々にご参加いただきました。お二方か

らご感想をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。

「役割のある参加は楽しい！」　

　地方出張が多く、お祭りを見たいと思っていてもなかなか実行に移せないでい

たのですが、今年、念願叶って初めて参加しました。

　町会の半纏を着ると、グッと参加気分が高まりました。参加した土曜日はあいにくの土砂降りだった

のですが、雨をものともせずお祭りを盛り上げようとする皆さんの心意気に、雨も楽しい思い出になり

ました。何よりも、神田祭りの神様は「水の神様」と地域の方に伺って、それじゃあ雨も降らないとね。と、

納得しました。地域の方のお話を伺いながら一緒に作業をして、お祭りに参加ができ、とても満足でした。

　としまち研さんのプロデュースあってこその参加。町会とよそものをつなぐ NPO の役割の大切さも

肌で感じることができました。次回は、お神輿を担げるくらい、町会に貢献できるといいなあと思って

います。　　　　　　　　　　　 　　（認定特定非営利活動法人日本 NPO センター職員　新田英理子）

「生まれて初めて神田祭に参加しました！」

　１昨年 7 月に結婚を機に神田へと引っ越してまいりました。先日のお祭りではとしまち研さんのお手

伝いをさせていただけることになりました。

　1日目は水餃子の仕込みです。生地を棒で伸ばし丸く形を整えるのが難しかった！外は大雨でしたが、

そんな中お神輿を担ぐ姿には圧倒され、（カッコイイ！）とドキドキ。

　２日目は雨もあがり、柳森神社への宮入、おはらいを見学し、町内記念撮影に

もしっかりとおさまりました。半纏を着るとより一層気分も盛り上がりますね！

　そしていよいよ水餃子を振る舞う時が！「今お神輿どこ？」「え？もうそんな

ところ？！」「茹でなきゃ！」とバタバタしましたが、皆様に「美味しい」と喜

んでもらえてすごく嬉しかったです。次の神田祭を今から首を長～～くして楽し

みにしています！ (^-^)　　　　　　　　　　　　（COMS HOUSE　安田 聡子）

⇦新理事の方々。

写真左から、大木祐悟さん、町田誠さん、

五十嵐一博さん、田辺誠史さん、牧野

恭久さん。

成田至弘さんは当日所用によりご欠席

となりました。

皆様、よろしくお願い致します。

第 17 回通常総会に出席された皆様⇨

首都圏不燃建築公社

谷正隆理事

住宅金融支援機構

森山部長

水餃子作りの様子

水餃子をふるまう様子


