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あおい地区～高齢者の見守り隊が活動中～
去る 11 月 13 日（火）、渡辺政利氏、中島明子氏（和洋女子大学名誉教授）、
三浦史郎氏、そして杉山の 4 人で、東松島市あおい地区を訪問しました。
「あおい地区まちづくり整備協議会」時代に役員をされていた方などに声
をかけて回りましたが、声をかけた方のなかに、「事務所で打ち合わせをし
てから、見守り活動に行くの」という方がいらしたので、私たちも「あお

▲渡辺氏・中島氏・小野会長

い地区」事務所に行き、小野会長や事務局の皆さんから近況をお聞きしました。その際、ご一緒した中
島明子氏からは様々な質問がされていましたが、小野会長が一つ一つ丁寧に答えてくださいました。
しばらくすると見守り隊の担当の方々が見えて、事務局と打ち合わせして
から出かけていきました。
見守り隊は総勢１１名。午前の担当が２時間、午後の担当が２時間、それ
ぞれ７５歳以上の方の自宅を訪問して声をかけてまわり、最低でも月に１回
▲見守り隊・打合せの様子

は全員と顔を合わせるようにしているようです。

仮設住宅時代から見守り活動を行ってきた東松島市のサポートセンターも、引き続き災害公営住宅の
方の見守りを行っていますが、いつまで継続されるかは分からないため、「あおい地区会」としては、
東松島市に頼り切ることのないよう、「見守り隊」を始めとした独自の取り組みを行っています。
現時点では、東松島市からの補助による有償ボランティアという位置付けですが、今後「あおい地区会」
に見守り活動を委託してもらえるように、活動しつつ要請を続けて行くとのことです。
津波でご家族を失った方々を始め、東日本大震災を生き抜いた皆さんの真摯な取り組みには、本当に
頭の下がる思いでした。

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。

『あなたの地元はどこですか』 鎌田 智州
「地元は宮城県仙台市です。でも東京に来て３０年近く経つので、東京のほうが長くなりましたね。」
そんな会話をした後に思うことがあります。もはや東京を地元と呼ぶべきではないだろうか。
そこで地元の意味について改めて調べてみると、自分の出身地と居住地、どちらの意味でも使われる
ようです。ただ、愛着を持っている土地に対して地元と表現するようです。
私はいま、世田谷のコーポラティブハウスに家族４人で住んでいるのですが、コーポラの入居者同士
はもちろん、そのコミュニティを通じて様々な人と知り合うことができ、この地域に深い愛着をもつよ
うになりました。つまり私にとっては世田谷も、出身地と同様に地元と呼んで良かったのです。
地域のコミュニティが失われつつある今日、かつての私のように出身地を地元と呼ぶ人も多いように
思います。ただ、いま住んでいるところを堂々と地元と呼べる暮らしのほうが断然楽しいし、私にその
きっかけをくれたコーポラティブハウスに改めて感謝ですね。

さて、あなたの地元はどこですか。
※次号の『ひとりごと』は岩田 美由紀さんです。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２７８回一木会（２０１８．１０．４）

☆第 2７９回一木会（２０１８．１１．１）

４月の一木会にてお話して
いただいた中島明子氏に、
「住
ま い に 魅 せ ら れ て PART2
- 住宅政策から居住政策に至
る 真 の 道」と し て、「住 宅」
政策ではない「居住」政策立
論について、居住貧困、空き
家 問 題、地 域 再 生 と ジ ェ ン
ダー問題等を交えながらお話
していただきました。
誰もが人間らしい住まいを
持つというのは難しいですね。

としまち研理事の三浦史郎
氏に「宮城県東松島市あおい
地区の震災復興まちづくり～
その後～」と題して、その後
のあおい地区のお話をしても
らいました。あおい地区では、
移転当初の計画にあった「見
守り隊（75 歳以上の高齢者に
声をかけてまわる）
」の活動も
定着し、催事の開催頻度も多
く、
「日本一暮らしやすいまち」
に近づいてきているようです。

今後の一木会予定
☆１２月（１２月１３日）
【第 2８０回一木会】
テーマ：
「お囃子 + 忘年会」
ゲスト： 神田柳囃子（神田祭を始めとした各種祭事で活躍中のお囃子集団）
☆１月（１月１０日）
【第 2８１回一木会】
テーマ：
「NPO 法人 ASAC カンボジアに学校を贈る会のお話（仮）
」
ゲスト： 渡辺 政利 氏（一級建築士）

マンション再生部会主催勉強会「長期修繕計画の作り方」報告会延期のお知らせ
11 月１９日（月）のマンション再生部会では、6 月から実施してきた勉強会「長期修繕計画の作り方」
の最終回で出した宿題（簡易診断実践）の報告会を予定していましたが、当日天候に恵まれず、ご都合
の付かない方も多かったため、今回はとしまち研スタッフによるテスト開催として実施し、次回、来年
1 月２１日（月）のマンション再生部会にて、改めて報告の機会を設けることになりました。
お忙しい中、あいにくの雨にも関わらず駆けつけて下さった方々、ありがとうございました！
建物の簡易診断を実践するということで、事務局竹内も自分の住んでいるマンションを見て回り、実
際に発表形式で報告してみました。賃貸マンションであるため調べられる情報には限りがあり、報告内
容もいまいちでしたが、最低限のチェックは出来たように思います。
カメラを片手にチェックを始める前は、
「あれとこれだけ撮れば十分だろう」と、
簡単に考えていましたが、後々写真を整理していると「あれを撮ってない･･･、
これも撮ってない」と、撮影しておくべきものが次から次へと浮かんで来ました。
やはりやってみる前に、しっかりどこを撮るべきか考えておく方が良いようです。
また、他の方の発表を聞いていても感じましたが、調査シートの内容は伝わり
難いのか、あまり記憶に残りませんでした。
調査シートの内容を埋めようとするよりも、建物のどこが気になっているのか、
具体的な写真を見せた方が説明しやすく、伝わりやすいように思います。勿論、
「写真多めがいいね」 調査シートの内容自体は、建物のカルテとして利用する際には非常に役立ってく
れますが、発表や報告で活用するには上級者向けなのかもしれません。
そこで、次回の再生部会実施前には、どんなところを撮影すると良いのか、簡単にまとめた上でご案
内したいと思っています。劣化が気になるところを重点的に撮って来ていただいて、「これは大丈夫な
のかな？」といった質問をするのも歓迎ですので、勉強会に参加していただいた方も、参加出来なかっ
たがお住まいの建物に気になるところがある方も、ぜひご参加下さい。 （としまち研事務局 竹内 房弥）
（２）
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看板建築「海老原商店」にて「長井朋子個展」を開催しました
神田須田町にある築９０年の看板建築「海老原商店」にて１０月１９日～１１月１８日にわたり開催
されました、画家の長井朋子氏による個展「１００年と１０月の桜」が盛況の内に終了しました。とし
まち研では、企画・提案と実施の協力をさせていただきました。
展覧会には、海老原家とゆかりのあった方、俳優や映画監督などの著名な方、遠方からこの個展のた
めに高速バスや新幹線で来られた方、近くにお勤めの方や出張で上京中にたまたま前を通りかかった方、
さらには海外から来られた方まで、本当にたくさんの方々にお越しいただきました。
また、開催期間中には、こだわりの珈琲とパンの出店や、落語家による高座の披露、写真家による肖
像写真の撮影会などの様々な催しもあり、展覧会をさらに盛り上げてくれました。
「街の中にある歴史をもつ建物の維持・保存におけるまちづくりとは」という
課題に対して、アートという企画を通じて関係者が一丸となったチームワークを
発揮し、個展をご覧になられた方々からも、海老原商店と長井朋子さんの作品達
とのコラボレーションに満足したとのご感想をいただけたことは、とても素敵な
経験であり、可能性を感じました。
（としまち研副理事長 島田 信弘）
▲個展の運営チーム！

神田珈琲園

千代田まちづくりサポート普請部門二次審査

JR 高架の補強工事に伴う建替えに取り組んでいる「神田珈琲園」再生プ
ロジェクトチームで、千代田まちづくりサポート・普請部門にエントリーし
ています。１１月１２日（月）には審査員の方々やまちサポ事務局による現
地視察、１１月１８日（日）には二次審査に挑みました。
従前のお店の雰囲気をどのように継承するか、建替え後に地域活動の場と
してどのように活動していくかなど、７月の一次審査以降、検討してきた内
▲二次審査の様子
容を発表しました。
審査員の方々より、人のつながりの再構築や地域の拠点として期待のコメントをいただきましたが、
持続性の観点から経営計画を含めて判断を行うとのことで、継続審議となりました。
また、地域のファンの方を巻き込みながら活動していくと良いとアドバイスもいただきましたので、
多くの方に活動を支援していただけるよう、引き続き検討を進めています。
（としまち研事務局 関 真弓）

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。

としまち研さんのコーポラティブハウスのチラシを目にしたのは 15 年ほど
前になります。当時は区民住宅に住んでいましたが、子供たちが大きくなって
手狭になってきたため、新築もしくは中古の物件を探していました。
コーポラティブハウスという言葉はよく知りませんでしたが、建築予定地が
長男の生まれた病院の近くのため、土地勘があるということで説明会に足を運
んだところ、「建築前から一緒に住む方と力を合わせて外観や植樹などを考えて
いく」
「自分の好みに合わせて内装設計ができる」「竣工後は管 ▲コルク材の床
理会社に丸投げせず住民が中心となって自主管理をしていく」といったコーポ
ラティブハウスのコンセプトに大変共感し、お世話になることになりました。
設計時の思い出は床材です。何にしたら良いか悩んでいたところ、
「KT ハウス」
を見学させていただけることになりました。コルクは汚れに強くメンテも楽と
いう住民の方のお話を伺い、家でも導入することに決めました。おかげさまで
快適に過ごしております。
（西麻布 CO-HOUSE 紀伊 智顕）
▲見た目もオシャレ 夏は涼しく冬は暖かく、
（３）
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としまち研パンフレットを改訂しました！

NPO つながりデザインセンター・あすと長町
2018 年度グッドデザイン賞受賞

としまち研会員の新井信幸氏と宮本愛氏が仙
台で活動されている「つなセン」
（NPO つながり
デザインセンター・あすと長町）の復興支援活動
が２０１８年度グッドデザイン賞を受賞されまし
た！受賞おめでとうございます！
つなセンは、震災後の仮設
住宅から災害復興公営住宅
への入居に至るまで、また
入居後も継続的にコミュニ
ティづくりを支援中です。
▲新井 信幸 氏
（としまち研事務局 関 真弓）
★つなセンのホームページはこちら★

皆さまにはお馴染みのとしまち研パンフ
レットですが、部数が残り少なくなったこ
とを機に、総務広報部会を中心としてプチ
改訂を行いました。
活動実績の更新はもち
ろん、各部会の新構成な
ど、現在のとしまち研の
活動状況に合わせた改訂
になっています。
としまち研にお越しの
際には、是非新しくなっ
たパンフレットをご覧頂
ければと思います。
（としまち研理事 五十嵐 一博）

http:/www.tsuna-cen.com

としまち研出版物 Amazon にて販売中
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

１月２９日（火）

人と暮らし部会

１月２３日（水）

マンション再生部会

１月２１日（月）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会

１２月１９日（水）

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。

としまち研の東松島市あおい地区での活
動を記録した出版物「日本一住みやすいま
ちをめざして」が、通販サイト Amazon
に登録されました。
ご友人やお知り合いに
ご紹介いただく際は、手
軽に買える Amazon で
の購入もお勧めです。
全 156 ページと大変
読み応えのある内容に
なっておりますので、興
味をお持ちの方は是非。
★Amazon の商品ページはこちら★

https:/amazon.jp/dp/4991036100

編集後記
2018 年も後１ヶ月、残すところ師走のみとなりました。仕事だけでなく、催事もなにかと詰め込
まれる忙しい時期ですが、こんな時こそ早寝早起きを意識してみては如何でしょうか。事務局竹内は
遅寝が日常になりつつあるので、年末にかけて改善していきたいところです。
昨今、プライベートで Photoshop を利用するようになり、奥深い機能性やフリーソフトとの操作
性の違いに翻弄されているのですが、試行錯誤しながら新しいことを覚えるというのは楽しいもので
す。同じ Adobe の Illustrator はおいらのまちの編集で使っていますが、Photoshop とは似て非な
る方向性のため、どちらも使いこなせるようになりたいところです。（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 ６２人 賛助会員 ２９人
編集発行人 五十嵐 一博
事務局担当 竹内 房弥

