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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。
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第９７号 おいらのまち   ２０１９・１

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

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。
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　編集後記

としまち研　

各部会・委員会の次回開催予定

マンション再生部会

人と暮らし部会

総務広報部会

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。

 　　１月２３日（水）

　　２月２６日（火）

　　２月１２日（火）

　　１月２９日（火）

『初！箱根駅伝生観戦』　岩田 美由紀

　明けましておめでとうございます。

　新年が皆様にとって素晴らしい年になりますことをお祈り申し上げます。

　さて、今年のお正月は、元旦から箱根入りして母校の箱根駅伝５・６区を応援してきました。目の前

を颯爽と走り抜けていく選手達の迫力もさることながら、沿道を埋め尽くす熱いファンの応援も圧巻で、

贔屓のチームの結果に一喜一憂しながらも、全てのランナーに力いっぱい声援を送る姿に寒空の下ほっこり。

　また、この国民的イベントを陰で支え、一緒に盛り上げていただいた地元箱根の方々にも改めて感謝

し、観光地として不動の地位を誇る箱根の魅力を再発見したりもしました。

　母校は大健闘したものの、惜しくも最高の結果とはなりませんでしたが、渾身の走りを見せてくれま

した。眼前を駆け抜けていった後も、ライブ配信を見ながらゴールまで手に汗握り続けました。ひたむ

きに頑張る後輩達を誇らしく感じた2日間、全ての選手および関係者の皆様に心から「ありがとう！」です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※次号の『ひとりごと』もお楽しみに。

　新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆さまには、相も変わらずとしまち研を支えていただき、あり

がたく感謝申し上げます。

　「東松島市あおい地区会」が「第１４回住まいのまちなみコンクール」

に応募しておりましたが、１月１０日に地区会の小野竹一会長から「住まいとまちなみ賞」の受賞が決

まったとの一報が入り、主催団体のホームページなどからも確認できました。

　東日本大震災の年の２０１１年から、ほぼ役割を終えた２０１５年までに、多くのとしまち研会員・

会友の皆さまが、被災者の方々との個別面談を手始めとし、「あおい地区まちづくり整備協議会」の全

面的な運営支援まで、一生懸命取り組んだ成果が評価されたものと、年初から嬉しいお知らせでした。

　今日、家族形態や雇用形態も大きく変化し、超高齢・少子化による人口減少もはじまり、住まいやま

ちづくりの分野でも大きな転換期を迎えています。時代の変化をしっかりと受け止め、安全・安心で快

適な暮らしには「ひと」と「ひと」のつながりこそ大切という、としまち研の基本理念、設立の精神を

大切に、いろいろな課題に取り組んでいこうと考えています。

　そこで、会員の皆さま、あるいは「おいらのまち」をお読みいただいている方々にお願いがあります。

現実的な住まいづくり・まちづくりのために、①コーポラティブハウス適地のご紹介、②マンションの再

生をお考えの管理組合などのご紹介、③空き家の活用をお考えの方のご紹介、④その他、設計やコンサル

ティングなどを必要とされる方のご紹介、などをお願いしたいと考えております。

　具体的な活動があってこその NPO です。私たちも精一杯がんばりますので、どうぞ本年も、ご一緒

にいろいろな活動に取り組んでいこうではありませんか。　　　　　　　（としまち研理事長　杉山 昇）

　新年あけましておめでとうございます。本年もとしまち研をよろしくお願い致します。

　何かと暗いニュースの多かった昨年ですが、今年は明るいニュースが多いことを願っています。

　さて、2019 年の５月１日から新しい元号に切り替わりますが、果たしてどのような元号が発表さ

れるのでしょうか。「平成」が発表された当時（1989 年１月７日）、私はまだ４歳でしたが、平成お

じさんこと小渕官房長官が色紙を掲げる例の一幕は、何故か今もはっきりと頭に浮かびます。

　今回の改元では , それを上回る程に印象的なシーンが見られるのかどうか…。

　新元号が発表される４月１日が少しだけ楽しみです。　　　　　　（としまち研事務局　竹内 房弥）

新しい年を迎えて

コーポラティブハウス部会

千代田区主催イベントのご案内

　千代田区が主催するコミュニティイベン

ト「ちよだコミュニティ ラボライブ！」が、

2 月 9 日（土）に開催されます。

　千代田区のコミュニティ・地域活動・人

のつながり等を広げることを主旨として、

参加者全員で話し合う、ライブトークイベ

ントとなっております。

　ご興味をお持ちの方は是非ご参加下さい。

日時：平成３１年２月９日（土）

場所：千代田区役所 区民ホール１階

詳細・申込方法はちよだコミュニティラボ

のホームページからご確認下さい。

http://chiyolab.jp/lablive19

　東日本大震災以降、としま

ち研が復興のお手伝いをさせ

ていただいた宮城県東松島市

あおい地区ですが、この度、

あおい地区会の復興活動が、

一般財団法人住宅生産振興財団が行っている「住

まいのまちなみコンクール」にて、「住まいのま

ちなみ賞」を受賞しました。

　あおい地区の皆さま、受賞おめでとうございま

す！今後も素晴らしいまちなみと住まいが維持発

展されていくことを期待しています。

 （一財）住宅生産振興財団のページはこちら

http://www.machinami.or.jp/

　特定非営利活動法人「り・らいふ研究会」

様主催のシンポジウムが開催されます。

　パネルディスカッション形式で開催され、

テーマは「計画策定未着手の密集市街地の

まちづくりを展望する」となっています。

　講演前には現地調査も行われます、ご興

味をお持ちの方は是非ご参加下さい。

日時：1 月 26 日（土）12 時より

場所：JR 中野駅北口サンプラザ広場前集合

　

詳細は下記、り・らいふ研究会 HP から！

http://www.machinami.or.jp/

関連団体シンポジウム開催のお知らせ東松島市あおい地区会の活動が

住まいのまちなみコンクールで入賞しました

賀正 2019

▲あおい地区
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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）

　としまち研では、2018 年度に一般財団法人ハウジングアンドコミュ

ニティ財団の「住まい活動助成」を受け、表題の研究会を組織し、主に

財産管理の視点から単身でマンションに暮らす高齢者を支援する仕組み

づくりを目指して調査研究を行っています。

　総務省の「平成 25 年住宅・土地統計調査」によると、東京都内にお

いてマンションに現住する区分所有者は約 133 万人と想定され、その内

65 歳以上の人が３分の１を占めています。さらに、その内の 41.5％が

単身者であり、75 歳以上の区分所有者では単身者が約 47％とほぼ半分を占めています。

　都内では高経年マンションが多いことから、今後、高齢化の進行などを背景に、高経年マンションの

区分所有者は高齢者が中心になり、家族との絆が弱い単身高齢者や認知症有病者など、地域社会や専門

家の支援を要する人の増加が予想されます。

　これらの高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送れるように、地域包括ケアシステム

としての連携と、一体的なサービス提供の環境づくりが進められています。

　一方、一人暮らし高齢者等の生活を支える住宅等の財産管理については、本人が契約締結に必要な判

断能力を有している間に、将来に備えて見守り、財産管理委任、任意後見、死後事務委任などの制度を、

専門家が関与して適切に利用できるよう支援する必要があると考えられます。

　特に、マンションの区分所有者の場合には、自己の専有部分（住戸）と共用部分の双方で管理不全に

陥るなど、深刻な問題になるリスクがあることから、マンション管理組合・地域包括関係者・法務専門

家などと問題意識を共有し、地域連携によって健全な財産管理の支援を促進することが重要な課題と考

えられます。こうした認識の下、本研究会ではこの問題に関係する様々な事業者や専門家の取り組みの

実態を踏まえ、連携・支援のあり方について研究を進めているところです。

　本研究会の今後の展開に、是非ご期待下さい。　　　　　　　　　　　 （としまち研会員 黒須 良次）

高齢単身マンション所有者資産管理支援システム研究会の活動について

今後の一木会予定

　☆２月（２月７日）【第２８２回一木会】

　　　テーマ：「看護小規模多機能型居宅介護（看多機）を活用した地域共生社会に向けた活動」

　　　ゲスト： 桑野 雄介 氏（医療法人社団 雄飛会 理事長）

　　　　　　　吉田 靖子 氏（医療法人社団 雄飛会 介護看護部統括部長）

　☆３月（３月７日）【第２８３回一木会】

　　　テーマ：「室礼と環境共生　～先人の知恵を今に活かす豊かな暮らしと住まい～」

　　　ゲスト： 北川 滋春 氏（株式会社 綜建築研究所）

コープ管理ネット設立総会＋経堂の杜現地見学・意見交換会開催のご報告

☆第２８０回一木会（２０１８．１２．１３） ☆第２８１回一木会（２０１９．１．１０）

　渡辺政利氏に「カンボジア
に学校を贈る会」（1994 年
～ 2017 年）の活動の記録を
お話いただきました。
　同会で勢力的に活動されて
いましたが、2016 年はじめ
に亡くなられた奥さま（故・
渡辺成子氏）の慰霊の意味も
こめて、贈る会の記録をまと
めたそうです。関連するカン
ボジアの歴史についてもお話
しいただきました。

　和田敏明氏ほかの皆さんにお越しいただき、
神田柳囃子の演奏をしていただきました。
　獅子舞とひょっとこ踊りも披露していただ
き、とても楽しく賑やかな会になりました。
　手ほどきを受けながら、柳囃子を実際に演奏
させていただくという、良い体験も出来ました。

　昨年の 10 月 27 日、世田谷区のコーポラティブハウス「経堂の杜」の現地

見学会と管理組合運営などにまつわる意見交換会を行いました。

　経堂の杜では、老朽化や高齢化などの問題はまだ顕在化していません。ただ、

小規模（12 戸）である管理組合運営の、住人の状況に即した柔軟性、環境共

生というコンセプトに基づいた壁面・屋上緑化の成長やその管理状況は、参加

者の良い刺激になったのではないかと、住人でもある私からは感じられました。

　なにより、この日はコープ管理ネットの設立総会を行えたことが喜ばしいこ

とでした。コーポラティブハウス全国推進協議会（以下：コープ協）理事の奥田晃司氏のこれまでの尽

力もあり、高経年コーポラティブハウスの情報交換のプラットフォームとして、従来は企画者・建築家

寄りであったコープ協の殻を打ち破る、住民側の視点の活動のコアとなることが期待されます。

　当面は７つの管理組合で組織されますが、今後拡大していき、管理運営面での繋がりを生み出してい

くことを期待しています。　　　　　　　　　　　　　（コープ協理事・経堂の杜管理組合　村島 正彦）

関口町ビルで「みんなで建物調査」を実施しました

　関口町ビルは、文京区にある築４９年の複合用途マンションです。

　管理組合では、昨年度「関口町ビルの将来を考える会」（略称：考える会）

を発足させ、建物の再生方法の勉強会や検討などが行われています。とし

まち研もアドバイザー業務を受託してお手伝いをしています。

　今年度は、将来の建替えなどを見据えながら、長期修繕計画の見直しを

行うことをテーマに活動しています。

　まず建物の現在の状況を自分たちの目で確かめよう！ということで、

昨年１１月に「みんなで建物調査」を実施し、１２名の組合員の方にご参加いただきました。

　普段は立ち寄らない箇所も皆さんと一緒に回ると、老朽化や不具合も階ごとに差異があることに気付

いたり、使い勝手や景観など様々な視点から意見が出されたりしました。

　見学後の意見交換では、「このように皆さんと建物を見て回り、お話しできる機会があると意見がま

とまりやすく良い。定期的な開催を希望する。」というご意見もいただきました。考える会では、今月

下旬に新年の懇親会も兼ねて報告・意見交換会を開催する予定です。　　　（としまち研事務局　関 真弓）

　西麻布 CO-HOUSE の共用部の宝物についてご紹介させていただきます。

　西麻布 CO-HOUSE の４階低層棟側の共用部には、立派なガーデンスペース

があります。建設組合での植栽についての話合いの中で、どなたかが「ガーデ

ンスペースにハーブなんかもあるといいね」という提案をしてくださったこと

から、ガーデンスペースにハーブを植えたように記憶しています。

　入居以来この１３年間、夏も冬も元気に生えているローズマリーには、ほん

とうにお世話になってきました。

　鶏肉のグリルやじゃがいものローストに使うほか、料理に使う際よりも一枝多めにいただいて、

キッチンに飾っておくことでよい香りに癒されています。

　また、CO-HOUSE 内のお料理上手なご近所さんと持ち寄りの食事を楽しむ際には、いつもお

しゃれなローズマリーの使い方に感じ入ってます。それと、普段は乗らない高層階用のエレベー

ターに乗ってローズマリーを摘みにいく道すがら、お目にかかる高層棟の皆さんとあれこれ立ち

話をする時間もまた、貴重な宝物になっています。　　　　　　（西麻布 CO-HOUSE 家形 晶子）

▲茂るローズマリー

▲研究会での議論の様子

▲みんなで建物調査の様子

▲見学会が行われた経堂の杜


