第８９号

としまち研会報

おいらのまち

２０１7・９

第 89 号

おいらのまち
発行

NPO 都市住宅とまちづくり研究会

理事会

東松島市「あおい地区のまちづくりの記録」を出版
あおい地区では、9 月 16 日（土）に敬老会、そして自主防犯パトロール隊である「さくら隊」の発
足式が行われました。さくら隊発足式の記念写真には、見慣れた顔が並んでいました。定期的に巡回し、
防犯のためはもちろん、一人暮らしの高齢者への声掛けなども行われます。
さて、あおい地区が着々と普通のまち・・・いや、普通以上のまちになってくるなかで、としまち研
災害復興支援委員会（東日本大震災復興支援委員会を改称）では、やっと「『日
本一住みやすいまち』をめざして～東日本大震災からの復興～」という“あ
おい地区の新しいまちづくりの記録”を出版することができました。
三浦史郎出版委員長のもと 1 年数か月に渡る原稿執筆・取材・寄稿、関事
務局長が編集を完了し、9 月 25 日に 500 冊の本が届きました。
▲刷り上がった『日本一住みや
すいまちをめざして』

としまち研は、東日本大震災発生から 9 か月後の 2011 年 11 月～ 12
月に、東松島市当局の要請に基づき、被災地視察・調査、市当局との協議、

提案などを経て、2012 年 1 月 5 日付で「東松島市復興業務支援に関する協定書」を締結しました。
東松島市は沿岸部の各地区で大きな被害を受け、何地区も災害危険区域に指定され、海岸から遠い地
域や山の上などに集団移転をすることになり、としまち研はその移転先のひとつである東矢本駅北地区
（後に「あおい 1 ～ 3 丁目」）での新しいまちづくりのお手伝いをしました。
新しいまちづくりは、いわば「コーポラティブ方式による日本一住みやすいまち」づくりを被災者＝
住む人主体で行ってきた記録です。
お求めの際は、恐縮ですが、出版協力費として 2,000 円をいただきます。是非、お読みいただきた
くご紹介します。

おいらのひとりごと

（としまち研理事長

杉山 昇）

『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。

『カステラは何処へ』 海老原 信義
あの頃…、おいらはいつも空腹だった。
おやつの習慣はまだ無く、駄菓子を買うための小遣いは今で言う「成果主義」、つまり手伝いをして
ナンボだった。
当時はテレビも、ゲームも、塾も無く、放課後はひたすら外で遊んだ。当時流行ったのはゴロベース。
ボールを地面に這わせ投げ、打つ遊び。
遊び場は東松下町。今の日本マンパワー辺りに和菓子屋があり、その裏の空き地。
夢中で遊んでいると、突如何とも甘～く芳醇な香りが漂い、「カステラ焼いているんだ〜」と誰かが
呟きます。肺一杯に甘い香りを吸い込むと、小さな脳みそにはカステラの塊が鎮座します。大きくなっ
たら、必ずカステラを塊のまま食ってやる！と誓いました。
それから半世紀、仕事にかまけ誓いを果たせずにいる無念さを感じております。
どなたか、あの和菓子屋さんの消息をご存知の方がおられましたら、ご教示お願い致します。
※次号の『ひとりごと』は高橋 大輔さんです。お楽しみに。
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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）
☆第 2６４回一木会（２０１７．８．３）

太 田 雅 久 氏（元 玩 具 メ ー
カー専務取締役）に、戦後の
日本の輸出が「おもちゃ」か
ら始まったことをお話してい
ただきました。また、とある
ヒット商品はとても大切に使
われ、親から子へ、次の世代
にまで引き継がれ、買い換え
が起き難いため、企業として
の心情は複雑なことなど、会
社の内幕も含めて、貴重なお
話をしていただきました。

☆第 2６５回一木会（２０１７．９．７）

通訳として 2 ヶ月ブータン
に滞在する機会を得、人々の
暮らしやまちづくりの実態を
目の当たりにした森正代氏に
「ブータン～幸せの国の人と
暮らしとまちづくり～」とい
うテーマでお話をしていただ
きました。何をもって幸せと
す る か。幸 せ と い う 概 念 が、
国や文化で大きく違うこと
を、実体験をもとにお話をし
ていただきました。

今後の一木会予定
☆１０月（１０月５日）
【第 26６回一木会】
テーマ：
「東日本縦断トコトコ歩き旅」
ゲスト：原田 俊美 氏（青森県おいらせ町ふるさと大使）
☆１１月（１１月２日）
【第 26７回一木会】
テーマ：
「老い仕度・生前準備 ～夫を看取った経験から～（仮）
」
ゲスト：井上 亮子 氏（NPO 高齢期の住まい＆暮らしをつなぐ会 理事長）

ウインズタウン稲毛海岸壱番館 大規模修繕工事が着工しました！
としまち研では、千葉県美浜区にあるウインズタウン稲毛海岸壱番館の第一回大規模修繕工事につい
て、修繕設計や施工会社選定に関するコンサルティング業務を行ってきました。
前号で施工会社が（株）カシワバラ・コーポレーションに決定したことはお知らせしましたが、８月
６日（日）に工事説明会が行われ、お盆明けの８月２１日（月）に無事に着工となりました。早速仮設
足場の施工に着手しており、南面はほぼ完成している状況です。
９月８日（金）〜９月１４日（木）には、外壁をどんな色に塗り直すか、居住
者の方々にアンケートを行いました。全９８戸中６２戸にご協力いただきました。
塗装色の候補は、既存の色合いを継承する第 1 案と、分譲当時のパンフレッ
トをベースにした第 2 案、第 1 案を明るく調整した第 3 案
の合計 3 種類となっていました。
集計したアンケートと、いただいたご意見をもとに、理事
▲９/17 理事会の様子
会にて検討した結果、アンケートで一番人気を集め、提案当初から理事会での評価
が高かった第 3 案に決定しました。
１０月１５日（日）には、居住者参加イベント「みんなで工事監理」を開催予定です。
足場がかなり高くなっていることから、高所が苦手な方の参加も考え、足場に入る
見学コースと、足場に入らない見学コース、二つのコースで実施する予定です。
▲日の当たる屋外で展
「みんなで工事監理」は、居住者の方々に工事現場に入っていただき、どこで、ど
示した色見本
んな工事が行われているか実際に目で見て体感するイベントです。屋上まで続く 14 階建て仮設足場に
も登るため、ちょっと怖そうですが、としまち研、施工会社で十分安全に配慮して、イベントの開催・
支援をしたいと思います。
10 月末には、外壁塗装もほぼ終了する予定です。建物が衣替えし、大規模修繕工事の進捗が目に見
えて感じられるはずなので、住民の方々の反応が楽しみです。
（としまち研理事 五十嵐 一博）
（２）
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東日本大震災の復興はどこまで進んだか『駆けある記』よりあおい地区編
8 月 18 日 ( 金 ) ～ 20 日 ( 日 )、としまち研復興支援委員会有志 3 人で、宮城県の気仙沼・南三陸・女川・
石巻・東松島・仙台・名取と駆け足で復興状況を見て回り感じたことを『駆けある記』にまとめた。こ
こでは、としまち研が支援を続けた東松島市あおい地区の印象を紹介する。
◆ 8 月 19 日 ( 土 )、女川駅前のトレーラーハウスのホテルで朝を迎えて出発。新しいまち野蒜ケ丘
を覗き、あおい地区に着いたのが午後 2 時過ぎ。西の広場はたくさんの人であふれていた。周囲は住民
の屋台でいっぱい。作り手も売り子も馴染みの人ばかり。市長や議員なども顔を見せ、人はどんどん増
える。としまち研現地事務局を手伝ってくれた阿部さんや市役所の担当者
も駆けつけてくれた。陽が沈むと青森ねぶたが始まる。暗くなった街中へ
繰り出し大勢の人が後を追うように跳ね踊る。8 時を過ぎてようやく祭り
は一段落。誘われるまま街へ繰り出し、嬉しいお酒を頂いた。
◆ 8 月 20 日 ( 日 )、小野会長を訪ねた。心配していた自治組織も発会
から２年半過ぎて「あおい地区会」（地区内３つの自治会の連合組織）に結
集し、「お茶会」や見守り部会が動き出して見守り隊を募集、高齢者に「人
▲伝統の獅子舞。次々に頭を差し出
す親子たちでにぎわう。
材バンク」登録を呼びかけるなど、「地域でお互いに頑張る」というのが基
本姿勢。ゆくゆくは見守りサポート業務を市から受託すること、地元大学や病院との提携を考えている
など、自治組織を中心に福祉のまちへと動きが出ている。また、「あおい農園」や「地区こども会」を
つくり収穫祭などを通して老若男女の結びつきを強めていきたいなど構想はどんどん広がっている。小
野会長は「目標にしてきた“日本一住みやすいまち”が夢ではなく実現
に近くなっている。」と話してくれた。
その後、あおい地区全体を見て回った。1 丁目の災害公営住宅では各
戸の庭にブルーベリーがちゃんと育っている。まち中には植物やなりも
のが育ち、辻々で知った顔に出会う。立ち話にも花が咲く。５階建ての
ベランダからも声が掛る。支援活動を卒業して 2 年半経っても直ぐ気持
ちが伝わるのが嬉しい。ずっと居続けたかったが、先を急いで昼前にあ
▲すっかり恒例となった青森ねぶた。 おい地区を離れた。（災害復興まちづくり支援委員会 委員長 三浦史郎）
街中を大勢で練り歩く。
▽『駆けある記』全編はとしまち研ホームページに掲載中！▽
http://www.tmk-web.com/20170929_higashinihon-kakearuki

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。

J コートハウスでは、毎年防災訓練を行っており、今年は５月２１日（日）に行いました。
王子消防署から来られた消防士の方から、消火器の使い方、防災についての丁寧な説明がありま
した。また、昨年度購入したばかりの簡易トイレの使い方をみんなで確認しあいました。
その後、近所の上三町会会館で懇親会を開催しました。理事長の挨拶が終わった後、私がとし
まち研作成の資料で大規模修繕工事の話をしました。
ところで、J コートハウスは今年で１０年目を迎えます。Ｊコー
トハウスには中庭があるので、そこで遊ぶ子たちの姿もみられま
す。建設当時は小さかった子供たちも、今や高校生や中学生にな
りました。我が家の子たちも社会人となり家を出ました。
今は長女の孫が時おり来るため、その子守りで妻と奮闘中です。
これからもコーポラティブハウスならではの、一人ひとりの顔が
見えるくらしを大切にしていけたらいいと思います。
▲八代さんとお孫さん
（J コートハウス 八代 司さん）
（３）
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としまち研で運営中の西早稲田シェアハウス
入居者募集中です！

▲陽当たり抜群のお部屋です！

【最寄駅】
東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩 3 分
東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩 10 分
【募集中のお部屋の概要】
202 号室（約 10 ㎡）
※ベッド、クローゼットあり
賃 料：65,000 円 / 月
（ほか共益費 11,000 円 / 月）
詳細はとしまち研 HP からご覧ください。
▷http://www.tmk-web.com/
20170912_nishiwaseda-share-house/
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としまち研
新たな体制でスタート！
今年 5 月に開催された第 17 回通常総会
にて定款変更（理事及び副理事長増員）が
承認されたことに基づき、7 月の理事会に
て副理事長の選任を行い、本間充一理事・
坂口耕司理事が継続、新たに島田信弘理事
と関真弓理事の 2 名が加わり、計 4 名の副
理事長体制となりました。
また、若手中心の理事 6 名が増えたこと
もふまえて部会体制を見直し、これまでの
６部会から４部会への再編と正副部会長の
選任も行いました。

としまち研
各部会・委員会の次回開催予定
コーポラティブハウス部会
（共同建替え部会と統合）

１０月１６日（月）

人と暮らし部会

１０月１１日（水）

マンション再生部会

１０月３０日（月）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会 １０月２４日（火）
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。

▲新体制になったとしまち研
新たな取り組みも増やしていきたいですね。

としまち研の取り組みを次世代へしっか
りと継承していけるよう体制を強化してい
ます。
住まい・まちづくりに関するご相談がご
ざいましたらお気軽に事務局までお問い合
わせください！

編集後記
残暑お見舞い申し上げます。8 月の暑さは夢だったんじゃないか…そんな気さえするほど、9 月か
ら急に涼しくなりました。まだまだ日差しが強い日はありますが、だいぶ過ごしやすくなりましたね。
さて、7 月より配信しております、としまち研のメールマガジン、皆さんご覧いただけましたか？
ホームページの改修計画も進行中で、今まで更新のなかったページにも手を入れていくことが決まっ
ています。としまち研の情報発信が今後どんな広がりを見せるのか、ご期待ください。
季節は秋ということで、スーパーで秋刀魚を見かけるようになりました。しかし昨今、秋刀魚が不
漁続きで不安視されているとのこと…。秋の味覚に暗雲立ち込める？
（としまち研事務局 竹内）
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 33 COMS HOUSE２階
tel 03-5207-6277 fax 03-5294-7326
E-mail info@tmk-web.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tmk-web.com/
Facebook https://www.facebook.com/toshimachiken/
皆さまからのご意見、ご感想をお待ちしております。
（４）

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 五十嵐 一博
事務局担当 竹内 房弥

