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第９１号

としまち研会報
街みちネット主催
見学・交流会のお知らせ

記
時：平成３０年２月８日（木）
１３：００～１７：００
場 所：ちよだプラットフォームスクウェア
本館 5 階 504・505 会議室
参加費：無料（終了後の懇親会費は 500 円）
日

▽詳細・お申込みは街みちネット HP から
http://www.ur-net.go.jp/machimichi-net/observe

としまち研
各部会・委員会の次回開催予定

第 91 号

近々に開催される二つの勉強会について
お知らせいたします。関心をお持ちの方は、
としまち研事務局までお問い合わせ下さい。
1．コープ協主催勉強会
「老朽マンションの建替え・改修に関する
融資について」
日 時：2 月 8 日（木）18：00 から
場 所：としまち研会議室
定 員：２０名程まで（申込先着順）
参加費：無料
講 師：住宅金融支援機構 ほか
2．コーポラティブハウス部会主催勉強会
「アリシア鳩ケ谷：川口市里地区の共同化
事業について」
日 時：1 月３１日（水）19：00 から
場 所：としまち研会議室
参加費：無料
講 師：江国智洋氏（( 株 ) 象地域設計）
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おいらのまち

勉強会開催のお知らせ

としまち研もコアメンバーとして参加してい
る街みちネット主催の「第２１回見学・交流会」
が、下記により神田地域で開催されます。
としまち研の取り組みも紹介させていただく
ことになりました。関心をお持ちの方はぜひご
参加ください。

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

としまち研の活動の幅を広げよう！
明けましておめでとうございます。
昨年も会員の皆さま、会友の皆さまの大きな心に支えられて何とか活動してき
ました。ありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
団塊の世代が「古稀」という年齢になってきました。一昔前ですと、いいお爺さん・
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いいお婆さんですが、人生１００年時代と言われる今日では高齢者の駆け出しと言ってもいいでしょう。
としまち研を設立した目的は「高齢者や障がいのある人にとっても、安全で快適、かつ個性ある都市
住宅の供給と、暮らしやすい地域コミュニティの構築と再生をめざす」活動を実践することでした。
その目的に沿って、具体的な活動を実践し、木造密集地での共同建替えやコーポラティブハウス、マ
ンションの大規模修繕や建替えなどに取り組んできました。宮城県東松島市あおい地区での震災復興の
取り組みも、新しいまちづくりと、暮らしやすい地域コミュニティの構築と再生が大きな課題でした。
としまち研は一生懸命走ってきましたが、ある意味で社会情勢が変化してきて、このところ共同建替

コーポラティブハウス部会

１月３１日（水）

人と暮らし部会

１月２２日（月）

マンション再生部会

１月２９日（月）

えやコーポラティブハウスなどの具体的な取り組みに苦労しています。その最中、「“活動の幅を広げる”
など、夢のようなことを言うな！」とお叱りを受けそうです。

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会 ２月１３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。

訃報
鎌田博介さま（享年 69 歳）
としまち研の古い会員であります鎌田さ
んが、去る 2017 年 12 月 23 日にご逝去
されました。
病気とはお聞きしていましたが、急な話
で関係者ビックリしています。
謹んでお悔やみ申しあげます。

しかし、つらい時期だからこそ、としまち研のミッションである、①高齢者や障がいのある人などに
も必要な住まいに関する取り組み、②子育て世代が集うことが出来るコーポラティブハウスなどの住ま
いと地域コミュニティに関する取り組みなどを、会員の皆さまの問題意識と知恵を持ち寄って、具体化
できる年にしたいと思います。１月２２日（月）の人と暮らし部会では、としまち研の活動の幅を広げ
ることに関連する長谷川洋さんのお話が聞けるものと思われます。多くの皆さまのご参加をお待ちして
おります。

おいらのひとりごと
編集後記
新年明けましておめでとうございます。年末年始のお休みも終わり、未だに朝起きると、実はまだ
正月なのではないか…と、脳が身体を騙そうとしております。そろそろ頭を切り替えたいですね。
さて、おいらのまちでも度々紹介してきましたが、千葉県美浜区のウインズタウン稲毛海岸壱番館
で行われてきた、大規模修繕工事の完了が近づいています。１月２８日には工事が完了する予定です。
世間では続々と新築マンションが建てられていますが、その陰で多くのマンションが老朽化し、修
繕を必要としています。としまち研としても、主力のコーポラティブハウス事業と同じくらい、力を
入れて行くべきジャンルなのかな、と個人的に感じている昨今です。（としまち研事務局 竹内 房弥）
〒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 63 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

（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。

『新年に想うこと』 浦江 寿人
皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年 7 月より会員になり 6 か月が経ちました。月日が過ぎるのが毎年々早く感じられるようになっ
たのは年を重ねたせいなのか、社会のスピ－ドが早くなったのか、自分ではよく解りません。
毎年この時期に想うことは、新しい年になったのだから、新たな目標を年始に計り「今年こそはいい
年になるように」と願うことです。
しかし、一年は何と短いことだろう…。目標には全く届いてないと年末に気づかされてしまうのが例
年のことです。知らず知らずに欲求が大きくなり、時間が追い付かず、時が早く感じられるのかな～と
今年は想いました。いっそのこと、一年は短いのだからと割り切って、昨年までの日々で積み重ねた歴
史にちょいと修正、ちょいと付け足す程度にするのが、一年の長さにしっくりくるような気がします。
昨年、どしゃぶりの雨の中、初めて一木会に参加したことがもう懐かしく感じられる新年でした。
改めまして、本年もよろしくお願いいたします。
※次号の『ひとりごと』は神中 力さんです。お楽しみに。
（１）
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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）

『あおい地区まちづくりの記録』出版への評価をいただきました

☆第 2６８回一木会（２０１７．１２．１４）

前号で、としまち研出版の「『日本一住みやすいまち』をめざして」が第 12 回新建賞 2017 の「新
建大賞」を受賞したことをご報告しましたが、新建の機関誌「建築とまちづくり」2018 年 1 月号に
審査委員長の中島明子氏より大賞選定に至った経緯と評価のコメントが掲載されていますので、ご紹介
いたします。
…さらに大賞について議論し、全員一致で、杉山昇代表による宮城県東松島市の「防災集団移転等によ
る被災者主体の新しいまちづくりの記録を出版」に決まりました。これは、東日本大震災が起こった直
後に本多昭一現代表幹事が、阪神・淡路の教訓から「今度こそ被災者主体の復興を」と提起していたこ
とを思い出しますが、それまでの共同建替えやコーポラティブ住宅等の仕事の経験を活かし、行政主導
でもコンサルや大学主導でもなく、正に被災者主導（レジリエンスというのでしょうか）を支援して、
新たなまちづくりを成し遂げたことについて、その記録を出版したことを評価したものです。
事業そのものの評価も高いのですが、この事業プロセスを、できなかったことや課題も含めて記録し
たことは、何といっても大きかったと思います。

年末恒例の落語会でした。
若手落語家の立川志らべ先生
（落 語 立 川 流）を ご 紹 介 い た
だ き、「子 別 れ」等 を た っ ぷ
り語っていただきました。
立川流と言えばブラック
ユーモアですが、今回も例に
もれず、会場入りから締めま
で、時事や参加者を話のタネ
に、立川流を大いにふるって
いただき、あっという間の 2
時間となりました。

☆第 2６９回一木会（２０１７．１．１１）

「知っておきたい～被災マン
ション復興の仕組み～」をテー
マに、大木祐悟氏にお話して
いただきました。
被災後のマンション復興は
どのような仕組みで行われる
のか。法制度の複雑さや、制
度そのものの問題点などを主
体に、阪神淡路・東北・熊本と、
三つの震災での実例を交えつ
つ、とても分かりやすく解説
していただきました。

今後の一木会予定
☆２月（2 月１日）
【第 2７０回一木会】
テーマ：
「南三陸の土地に生きる～ 12 年間の映像記録を通して～」
ゲスト：我妻 和樹氏（ピーストゥリー・プロダクツ代表、映画監督）
☆３月（３月１日）
【第 2７１回一木会】
テーマ：
「マンション耐震化のススメ」
ゲスト： 岡田 和広氏（株式会社耐震設計 代表取締役）

おかげさまで西早稲田シェアハウスも 8 年目を迎えました
西早稲田シェアハウスの運営をはじめてから８年目の年になりました。
今年も、満室の状況で新年を迎えられたことをうれしく感じています。
写真は、定期的に行っている共用部のお掃除会の後の懇親会の様子です。
トースターのこびりつき汚れや冷凍庫内に放置されていた食品の片づけな
ど、日常の掃除では手が付けられなかったところを集中的に行ったあと、
すっきりとした空間での懇親会になりました。
▲盛り上がる懇親会の様子
「たこ焼きやあったかいものが食べた—い」という声があったので、アツアツのたこ焼きをくるくるし、
豚しゃぶをふうふうしながら、ゴミ出しのルールのことや、就寝時間や休みの日の過ごし方など生活に
かかわることや、はまっている趣味の話しなど、話題が尽きない楽しい時間になりました。
これからも、入居者同士が互いに尊重しあい、主体的に暮らしていけるように、運営側としては、で
きるだけ縁の下から支えるようなサポートを心掛けていきたいと考えています。
また、昨年末には、西早稲田シェアハウスにて「既存建物の改修に
よる居場所づくりおよび住まいづくりの事例に関する調査」とのテー
マで、国立研究開発法人 建築研究所からヒアリングを受けました。
写真は、西早稲田シェアハウスでヒアリングを受けた時の様子です。
空き家・空き部屋が社会問題として顕在化している中で、人と暮ら
し部会でも、建物をハード面として活用するだけでなく、お互いに支
▲ヒアリングの様子
えあい、つながりながら暮らすことができるシェアハウスをつくるこ
とにより、支え合いが必要な高齢者や子育て世帯、他者との繋がりが希薄になりがちな単身者など、よ
り多くの人たちに、安心して暮らしてもらえるようなサポートをしていきたいと思っています。
（としまち研理事 矢ヶ崎 洋恵）
（２）

緑桜館の簡易建物診断を実施しました
昨年 12 月 17 日（日）、過去にとしまち研が取り組んだコーポラティブハウス
事業のひとつ「緑桜館」にて、建物の簡易診断を実施してきました。
東小金井駅から歩いて 15 分ほど、閑静な住宅街に位置する緑桜館は、平成 15
年の竣工から約 7 年後の平成 22 年ごろ、修繕工事を実施。それから既に 7 年が
経過した現在、次回の修繕を見据えて、簡易診断を行いました。当日は石坂・杉山・ ▲参加された皆さま
竹内の３名で伺い、緑桜館からは古澤氏・寉田氏・小野氏・本田氏の４名が参加されました。
緑桜館は地上３階地下１階の RC 造で、竣工からすでに１４年が経過しています。
一度修繕工事を実施しているため、全体的に劣化はかなり抑えられていましたが、
全く劣化が見られないというわけではなく、鉄部は塗装の摩耗や一部にサビが見ら
れ、外壁にもクラックが散見されました。特に屋上は、パラペットに多くのクラッ
クが発生しており、今後必要になる修繕では、大きなポイントになりそうです。
▲屋上での診断の様子
今回の簡易診断が、お役に立てばと思います。 （としまち研事務局 竹内 房弥）

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。

緑桜館に越してきて、早や 15 年が過ぎました。
大人の変化はそれほどではありませんが、小さかった子どもたちも皆大きくなりました。
中庭でバーベキューをすることもなくなり、少々淋しい今日この頃…。
近くの小金井公園でお花見をしたことも楽しい思い出です。暖かい春の日に、中庭でお茶会な
ど…いかが？と思うのですが、定年で退職したあともゆっくりできない世の中になりました。あ
いかわらず忙しい日々です。
今期は２度目の大規模修繕にむけて準備をはじめたところで
す。簡易建物診断に来ていただいた杉山さんに、久しぶりに会え
てうれしかったです。
写真は、今年の初日の出を撮ってみようと３階の廊下にあがっ
てみたときのものです。なんと…法政大の建物のむこうから太陽
が昇ってきました。まるで建物が透けているようで、不思議な初
日の出になりました。
（緑桜館 古澤 由美） ▲法政大学校舎越しの初日の出
（３）

