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その他のイベント

神田祭・街祭礼にお出かけください！

おいらのまち

◆新建主催イベント

今年は５月１１日（土）
・１２日（日）に神田祭
が行われます。
東松下町のお神輿は立派なものですが、今年
は併せて担がれる子ども神輿にも要注目です。
制作されて９０年近く経つ神田東松下町の子
ども神輿ですが、老朽化が進んでいたため、昨年
から今年にかけて総修理を行いました。
新規購入することも検討されましたが、今回は
伝統を重視し、修理が選択されました。
ご家族やお知り合いをお
誘いあわせの上、ぜひ神田
祭にお出かけください。
前回の神田祭の様子➡

昨年行われた新建（新建築家技術者集団）
の連続講座「２０世紀の建築空間遺産」が、
現在 PartⅡとなって再登場中です。
日程：4/11, 5/8, 6/13, 7/11
時間：１９時～２１時（としまち研会議室）
会費：一般 1,000 円 / 学生 500 円
◆コープ協主催イベント

発行

「終活」２題

NPO 都市住宅とまちづくり研究会

～としまち研も向き合うべき課題～

団塊の世代で一番若い昭和２４年（１９４９年）生まれの方々も、今年で

コープ協が主催する研究学習会のご案内
です。詳細は後日コープ協 HP からご案内

満７０歳を迎えます。私が若い頃は、７０歳の人といえば“いいお爺さん”
“い

いたします。
（会場はとしまち研会議室です）

いお婆さん”でした。しかし現代では、７０歳を過ぎてもまだまだ社会のお

日時：４月１８日（木）１８：３０～
主題：マンション長期マネジメント計画の
提案と普及に向けて

詳細：http://www.coopkyo.gr.jp/

理事会

役に立てる、老け込むには勿体ない年代になっています。
以下、私が最近体験した 2 つの実例をお話したいと思います。
一つは、秘密証書遺言の立会人となったことです。遺言者は８６歳、高齢化し体調も思わしくありま
せん。相続人は複数いますが、「争続」にならないように遺言を残したいとのことで、税理士に相談し
て遺言書を作りました。その遺言書を、公証人の立会いのもと封筒に入れ、封緘のために私ともう一人

としまち研

としまち研

コーポラティブハウス部会

４月１９日（金）

人と暮らし部会

４月１０日（水）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会

の立会人、そして公証人が署名捺印、信頼できる税理士が銀行の貸金庫に保管し、将来遺言者が亡くなっ
たときに、相続人の前で開封します。基本的には、その遺言に基づいて相続財産が配分されます。

各部会・委員会の次回開催予定

マンション再生部会

通常総会のご案内

４月８日（月）
４月２５日（木）

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。

としまち研の第１９回通常総会を下記に
より開催いたします。
会員の皆さまは奮ってご参加いただきま
すよう、お願いいたします。
記
日時：２０１９年５月２３日（木）
午後６時３０分より
（終了後は懇親会を行います）
場所：としまち研会議室
（COMS HOUSE２階）
次第：４月の理事会を経て、準備ができ次第、
案内をお送りします。

二つ目は、都下にお住いの７０歳代後半の高齢者から、都市部の商店街にある小さな土地の売却を依
頼されたことです。その土地単独では、小型車の駐車場程度には使えても、建物は建てられないほどの
面積です。依頼主の高齢者には、娘さんが２人いますが、「私たちはその土地は残してもらいたくない」
とはっきり言われたそうです。何とか買い手は決まりそうですが、珍しい事例です。
いずれも不動産に関わることですが、「所有している不動産をどうするのが現実的か」という検討を
された上での行動であり、曖昧なかたちで不動産を残さない、いわば不動産の「終活」と言えます。
昨年の４月からこの３月まで、１０回の検討会と高齢者や関連組織などのヒアリングを行ってまとめ
た、「単身高齢マンション所有者の資産管理支援システム」の提案と一部共通するところがあります。
この分野も「としまち研」が向き合うべき課題と思います。

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。

『３．１１から８年』 渡辺 政利

編集後記
としまち研の事務所も入っている COMS HOUSE にお住いの三宅様に、「おいらのくらし」にて
猫についての記事を書いていただいておりますが、猫の写真が載っているだけでおいまちの紙面が和
やかになり、私の心も和やかになっています。ちなみに猫の名前はキノとのこと、可愛いですね。
神田で働くようになって以来、1 匹しか野良猫を見かけたことがないのですが、子猫がいるとなる
と意外とたくさんの猫たちが暮らしているのだろうか…。未知なる猫との遭遇を思うと心躍ります。
事務局竹内は強面のため、猫カフェなどには入れないので、街中で野良猫を見かける度にとても癒
されています。神田に住まう猫たちの情報、絶賛募集中です。
（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

東日本大震災から８年が経過しました。
津波被害が激甚だった岩手・宮城などでは、海岸には巨大な防潮堤が築かれ、沿岸から高台への集落
移転が進み、災害公営住宅が建設されました。復興が順調に進んでいるかのように。
しかし、これら被災地域では人々の生活・コミュニティ・生産場所が破壊され長い間奪われました。
若者や子育て年齢の人達の、転居した場所への定着が進み、元の場所への帰還は困難になっています。
被災地では、極端な高齢化が進み集落自体の存続が危ぶまれています。復興公営住宅などでの孤立死も
増えています。ハードの必要性は否定できないものの、ハード優先ではない、ひとり一人の生活を大切
にする復興のプロセス・あり方が全体としてあり得たのではないかと痛感します。
東松島市・あおい地区におけるまちづくりは、その傑出した挑戦だったと思います。
東電・福島第一原発事故でも、被災住民ひとり一人の生活再建が第一に重視されなければなりません。
そして何より、原発は即時廃棄が最大の教訓だと思います。
※次号の『ひとりごと』は高見澤 邦郎さんです。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）
☆第２８２回一木会（２０１９．２．７）

☆第２８３回一木会（２０１９．３．７）

医療法人社団 雄飛会 介護
看護部統括部長の吉田靖子氏
に、看護小規模多機能型居宅
介護（看多機 / かんたき）を
活用した、地域共生社会をめ
ざす具体的な取り組みのお話
をしていただきました。
制度としては２０１２年に
発 足 し た も の で、雄 飛 会 は、
柏市で地域共生社会に向けた
実践的取り組みを行われてい
ます。

暮らしのなかに先人の知
恵 を 活 か す 考 え 方 と し て、
二十四節気（にじゅうしせっ
き）と 環 境 共 生、住 ま い の
室礼（しつらい…季節にふ
さわしい調度等）について、
建築家の北川滋春氏と空間
デザイナーの小関理恵氏に
お話をしていただきました。
室礼を取り入れることで
季節の移ろいを身近に感じ
られるのは素敵ですね。

今後の一木会予定
☆４月（４月４日）
【第２８４回一木会】
テーマ：
「ケアプランを自分でたてるということ」
ゲスト：島村 八重子 氏（全国マイケアプラン・ネットワーク代表）
橋本 あや子 氏（全国マイケアプラン・ネットワーク運営委員）
☆５月（５月９日）
【第２８５回一木会】
テーマ：
「終活コンサルの立場から見た団地の課題（仮）
」
ゲスト： 大木 祐悟 氏（旭化成不動産レジデンス株式会社 マンション建替え研究所 主任研究員）

としまち研 『わ会』を開催しました！
3 月 8 日（金曜日）、としまち研所属の若手会員達で活動する『わ会』
を開催しました。久しぶりの開催となりましたが、今回は「普段の仕事
ぶりについて発表する報告会 ( 名称募集中 )」を企画しました。
各部会や一木会等でしか顔を合わせることのない会員同士ですが、ど
んなプロジェクトを進めているのか、どのようなところに課題があるの
か等、情報や問題点を共有することで各自が日々の仕事の糧になれば、
という企画です。
年度末の忙しい時期ですが、としまち研会議室に参加者 12 人が集合。
▲わ会での発表の様子
「建物完成後のトラブル事例」「進行中の建て替えプロジェクト」「東北で実現したシェアハウスの事例」
をテーマに、３人がそれぞれ約２０分の発表を行いました。
各発表後にはテーマ毎に意見交換を行いましたが、参加者の皆さんも自分のプロジェクトの様に真剣
に考え、意見を出し合っていました。
今回発表を行ったのが 3 人とも建築設計者であったため、次回は他業種の方にも発表して貰いたい
なぁという思いです。
意外と盛り上がり充実した会になりましたので、また時期をみて企画
してみようと思っています。
最後になりますが、としまち研の『わ会』は、若手会員の集まりと最
初にご説明しました。しかし実際には、特に年齢制限があるわけではご
ざいませんので、発表してみたいテーマがある方、「まだまだ若い連中
には負けん」と感じている方など、興味があればどなたでも歓迎です。
活動内容が気になる方は、是非ぜひご参加下さい！
（としまち研総務・広報部会長 五十嵐 一博）
▲発表後の意見交換の様子
（２）
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「まちの縁側と延藤安弘ものがたり」（4 月 23 日 ( 火 )18 時より

２０１９・３
文京区民センターにて）

としまち研で事務局を務めている NPO コープ協主催、他としまち研も含
む４団体共催で、昨年２月に亡くなられた延藤安弘先生を偲ぶ会 in 東京 と
して、表題のイベントを開催することになりました。
延藤先生には、としまち研でもコーポラティブハウスやまちづくりについ
てたくさんのことを教えていただきました。逆に、延藤先生が名古屋錦二丁
目で立上げられた「NPO まちの縁側育くみ隊」の勉強会では、２００８年
▲名畑氏を囲んで会の打合せ
１０月にとしまち研から杉山理事長が呼ばれ、
「地権者の想いを生かしたコー
ポラティブ住宅をしかける」というテーマでお話しさせていただいたこともあります。
４月２３日の偲ぶ会では、同 NPO を代表として引き継がれた名畑恵さんをお招きし、ご講演いただ
きます。また、数名の方に延藤先生との想い出話を語っていただいたり、講演終了後には引き続き同会
場にて交流会も行い、集まっていただいた皆さん同士がつながる場となるよう準備を進めています。
ぜひお知り合いの方もお誘いあわせのうえ、ご参加ください。
（としまち研 コープ協事務局担当 関 真弓）

KT ハウス「みんなで建物診断」を実施しました
１月１９日（土）、コーポラティブハウス「ＫＴハウス」にて、みんなで建物診
断を実施しました。現在ＫＴハウスでは、１回目の大規模修繕を行う時期を見定
めるために劣化状況の調査診断を行っている最中ということもあり、年が明けて
間もない休日の朝にも関わらず、９戸から１２名もの方にご参加いただきました。
としまち研からは事務局の関と竹内が参加し、１月１６日に行った事前調査の
▲打診体験の様子
内容などを踏まえつつ、ご参加いただいた皆さまに劣化状況などのご説明をさせていただきました。
屋上からスタートし、外部階段を通って１階エントランスまで降りながら、コ
ンクリート、シーリングなどの主要部分を確認しました。目視だけでなく、実際
にパールハンマーで打診を体験してもらったのですが、これがご好評をいただき、
「ホントに音が違う！」「こんなに違うものなんだ！」など、寒空の下での建物診
断でしたが、ホットな反応が得られました。打診だけに「打てば響く」？？
▲KT ハウスの皆さま
ＫＴハウスの皆さま、ありがとうございました。（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。

昨年 10 月、我が家に子猫がやってきました。先代猫が亡くなって 10 年目、
東京を台風が襲った翌日の、季節外れの猛暑日のことでした。昼頃、近くに
住む兄から「ゴミ置き場で子猫がうずくまっていた」と連絡がありました。
朝の通学時に、猫好きな小学生の姪（兄の娘）が見つけたそうです。
▲保護翌日
すぐに夫と現場へ行き、「ニャオ」と鳴いてみると、「アーンアーン」と返す すっかりおくつろぎ中
鳴き声。ゴミ置き場の裏側の窪みに隠れていました。まだ自分で排泄もできない乳飲み仔です。
姪が見つけてくれなかったら、暑さで命を落としていたかもしれません。無事
に保護できて本当によかったよかった…。
当初は兄のマンションの方々も、COMS HOUSE の方々も気にかけて下さい
ました。古くから住む先輩方と、コーポラティブハウスによって新たに住民になっ
た若い世代が共存するこの町には、昔ながらの人情溢れる心が確かに受け継がれ
ています。だからこそ子供の声が聞き流されることなく、小さな命が未来へとつ
ながれたのでしょう。
（COMS HOUSE 三宅 由依子）
▲大きくなりました

（３）

