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災害復興支援委員会のもっと具体的な取り組みを
としまち研の災害復興支援活動は、２０１１年 3 月 11 日に発生した「東日本
大震災」をきっかけに取り組みが始まりました。
仙台市長町地区の仮設住宅に入居していた皆さんに救援募金を届けたり、同地
区の集会所で食事を準備するお手伝いをしたりしました。また、車で岩手県まで
支援物資を届けるなど、物的支援も行いました。
最大の支援としては、津波で大きく被害を受けた宮城県東松島市あおい地区の集団移転事業が挙げら
れます。あおい地区まちづくり整備協議会の設立・被災者の個別面談などを手始めに、協議会の事務局
業務を引き受け、５８０世帯の新しいまちづくりについて、３年４ヶ月余の間、お手伝いをしました。
地震・津波・集中豪雨などを繰り返す災害列島日本では、誰しも潜在的に危険に晒されている状況です。
９月には、台風１５号の強風と豪雨によって、千葉県の房総半島を中心に大きな被害が発生しました。
ひとたび災害が起きると、広域に渡って被災するのが最近の特徴のように感じています。住宅等の被
害、大規模な停電、広範囲の水害など、大変な災害が増えてきている印象です。
先のとしまち研総会でも、事前復興に関して積極的に取り組む方針が確認されましたが、偶発的に、
それでいて大規模に発生する災害に対して、災害復興支援委員会として具体的に取り組むことが出来て
いるとは言い難い状況です。
としまち研の会員も高齢化しているためか、なかなか能動的にボランティア活動に取り組む動きがで
きませんが、少なくとも、大きな災害が発生した際には、災害復興支援委員会を開催し、被害状況を把
握し、支援の可能性を議論し、具体的な支援の取り組みに繋げていけるようにしたいと考えています。
（としまち研理事長

おいらのひとりごと

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。

『矢の如し』 竹内 房弥
私の父は６０後半、そろそろ７０に手が届こうかという頃合い。
未だ精力的に仕事をこなし、趣味の車や旅行なども満喫しているエネルギッシュな男である。この親
にしてこの子あり、などという言葉もあるが、どうにも私は「真逆」を行っているようだ。
父はお酒を好む人間であるが故、食事を共にすれば当然のようにお酒が入る。父にお酒が入れば、息
子はお説教を賜るのが常であるが、その度に、決まって言われる言葉がある。「光陰矢の如し」である。
２０代の頃にはさっぱりだったこの言葉も、最近はその重さを理解しつつある気がしている。
何しろ毎日が過ぎ去るのが早い、早すぎるのだ。この文章を書いている今も、「もう１０月」という
現実と、「もう」と強く感じてしまう自分に戦慄している。
楽しく感じている時間も多いのは確かなのだが、その多くがあまり頭に残らず、毎日をルーティーン
で過ごしている印象が強い。むしろ、ルーティーンであることに安堵さえしているような気がする。
時間が矢の如く飛び去るものであるなら、その奔流をジェットコースターのように楽しめる自分であ
りたいと常々思う。
※次号の『ひとりごと』もお楽しみに。
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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２８8 回一木会（２０１９．8．1）

☆第２８9 回一木会（２０１９．9．12）

小林技術士事務所の所長を
されている小林 仁三氏に、
「地
球温暖化対策と建築物の省エ
ネルギー」というテーマでお
話をしていただきました。
近年世界規模で問題視され
ている地球温暖化に関して、
日本政府や建築業界がどのよ
うな省エネルギー基準を設け
ているのかを、具体的なデー
タを交えながら、解説してい
ただきました。

前 回 の 一 木 会 は、NPO
コーポラティブハウス全国
推進協議会（略称：コープ協）
との共催で、公開勉強会を
行いました。
中林 由行氏に日本のコー
ポラティブハウスの歴史と、
丁 志映氏にフランス、アメ
リカ、韓国などのコーポラ
ティブ法制に関する調査報
告など、貴重なお話をして
いただきました。

今後の一木会予定
☆１０月（１０月３日）
【第２９０回一木会】
テーマ：
「気仙沼市 内湾地区の復興まちづくり」
ゲスト：阿部 俊彦 氏（住まい・まちづくりデザインワークス共同代表）
☆１１月（１１月７日）
【第２９１回一木会】
テーマ：
「上海からアジアへ -Studio＠の取り組み -」
ゲスト： 梅澤 豪太郎 氏（株式会社 Studio Atmark 代表）

コープ協と共催で公開勉強会を開催しました
９月１２日 ( 木 ) の夜、ちよだプラットフォームスクウェアにて、
NPO コーポラティブハウス全国推進協議会（以下、「コープ協」）と共催
で、公開勉強会（兼 第 289 回一木会）を開催し、約５０名の方に参加
していただきました。
はじめに、コープ協で今年度から理事長に就任された石川修詞氏より
ごあいさつがあり、その後講演に入りました。
中林由行氏（コープ協理事）からは「日本のコーポラティブハウスの
▲公開勉強会の様子
歴史的経緯と近年の動向」をテーマとして、日本で第 1 号と言われている
「コーポラティブハウス千駄ヶ谷」（１９６８年）をはじめ、暦年の特徴的な事例について、時代背景を
交えてお話しいただきました。
また、日本と欧米のコーポラティブハウスの違いや、日本での今後のコーポラティブ方式の展開にお
ける新しい法制度の創設や、「居住権」についてのご提案がありました。
続いて、丁志映氏（コープ協理事、千葉大学工学研究院助教）からは、「欧米およびアジアにおける
住宅協同組合の関連法及び制度の動向」について、フランス・アメリカ・韓国・日本の住宅政策や制度
の比較や、日本の管理組合法人や中間組織的な所有に関する事例などについてお話しいただきました。
一つ一つが膨大な量、かつ、まだ研究途中とのこともあり、今回は駆け足での概要説明でしたが、国
ごとに独自性があり、大変興味深い内容でした。
休憩をはさんで、村島正彦氏（新・コープ協副理事長）の進行のもと、会場と中林氏・丁氏との質疑
回答が活発に行われました。
参加者へのアンケートにも、それぞれの講演内容をもっとじっくり聞きたいというご意見を多数いた
だきましたので、今後、コープ協の研究学習会やとしまち研の一木会・勉強会などで継続的に開催して
いけたらと考えています。
（コープ協事務局担当 関 真弓）
（２）
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看板建築「海老原商店」の活用について
海老原商店の活用を始めて 2 年が経ちました。この間、としまち研をはじめ多
くの方々の応援のおかげで活用の幅を広げてきました。
今年はゴールデンウィークに、まちかど近代建築写真展とオーライタロー「う
るわしの商店建築」展を開催し、５００名を超える来場者に懐かしい神田の建物
の写真と絵を楽しんで頂きました。
また、ダンサーの青木 尚哉さんと、月に一度ダンスイベント「EBILAB」（エ
▲図工教室の様子
ビラボ）を開催しています。
8 月の EBILAB では、海老原商店初の子供向けイベント「ダンスと図工教室」を行いました。
作品を製作したあとは、須田町の神谷商店さんから提供していただいた天然氷でカキ氷をつくり、子
供達と一緒に食べました。一汗かいた後のカキ氷は美味しい！！
今年最後の企画は、１０月２１日（月）から自然服「うさと」のポップアップストアを行います。
海老原商店の祖業である服屋をやることになり感慨深いです。皆様ぜひお越し下さい。
（海老原商店を活かす会代表 海老原 義也）

コニファーハウスで「みんなで建物調査」を実施しました！
千代田区西神田にあるコニファーハウスは、としまち研が取り組んだ実績の
中では最も規模の小さいコーポラティブハウス（ＲＣ造８階建て、住宅７戸 +
事務所１区画）です。
竣工から約１３年が経過し、そろそろ１回目の大規模修繕に向けて検討を開
始したいが、どのように取り組んだらよいか…と、理事会より相談を受けました。
▲建物調査の様子
まず、今年３月に勉強会を開催し、としまち研から大規模修繕の取り組み方
について、COMS HOUSE などを事例にお話しました。
８月には「みんなで建物調査」を実施しました。猛暑の中にもかかわらず、中学生のお子さんや新た
に入居したばかりのご家族も含めてほとんどの住戸の方にご参加いただき、１時間くらいかけて、屋上
から１階敷地まわりまで、建物を丹念に見てまわりました。
管理組合では、今後、修繕計画を具体化していくために、専門的な診断調査と長期修繕計画の見直し
について検討中です。
（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。

コーポラティブハウスという縁で神田に住むことになり、はや７年。
住みやすさ、理想の暮らしを想像して間取りや設備を考えたのは９年前で
すが、子どもが生まれ、当時の理想とは大きくかけ離れた生活を送っています。
いちばんの悩みは、ものが増えたこと。必要なもの、不必要なものを見極
めることが重要だと思いつつも、なかなかうまくいきません。コンセントを
もっといっぱい取りつければよかったというのも暮らしてから感じた失敗点。
ただ、光が明るくさしこみ、風が通り抜ける環境は入居当初と変わらず、
心地いい暮らしのベースとなっています。入居者の方に地域の情報を教えて ▲入居時は綺麗だったのに…
もらうことも多く、そのつながりもコーポラティブハウスならでは。子育て中だからこそなおさ
ら、安心感を持って暮らすことができるのはありがたいことです。
リレーエッセイを書くにあたり建設当時を振り返ってみると、思い出されるのは自分の家をつ
くる楽しさと充実感。何十年後になるかわかりませんが、またコーポラティブハウスに参加する
機会があれば……と願っています。
( こはす 宮﨑璃子・由喜子・励 )
（３）
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事務局から忘れ物のお知らせ

住まいのまちなみコンクールにて表彰されました

■としまち研会議室でのお忘れ物

一般財団法人住宅生産振興財団が定期的に開
催している「住まいのまちなみコンクール」です
が、その第１４回コンクールにて、としまち研が
震災復興のお手伝いをさせていただいた東松島
市あおい地区の取り組みが「住まいのまちなみ
賞」を受賞しました。おめでとうございます！

デジタルカメラ：1 台
（Nikon COOLPIX S3300）
忘れられていた時期が不明のため、誌面
上にてご案内をさせていただきます。
入っている写真データに関する以下の写
キーワードや本体写真に心当たりのある方
は、としまち研事務局までお問合せ下さい。

・金子秀夫さんを
囲む会
・2017 年頃の
沖縄宮古島旅行

▲受賞するあおい地区の小野会長
（写真右から 3 人目）

西早稲田シェアハウスについて

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

１０月１８日（金）

人と暮らし部会

１０月２９日（火）

としまち研の人と暮らし部会にて運営補
助を行っている西早稲田シェアハウスです
が、現在、1 部屋空室となる予定があります。
空室が発生した場合には、追っておいら
のまちやとしまち研 HP にてご案内します。

マンション再生部会

１０月１６日（水）

▽西早稲田シェアハウスの情報は以下▽

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会

１０月２９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。

【最寄駅】
東京メトロ副都心線：西早稲田駅（徒歩３分）
東西線 ：早稲田駅（１０分）
閑静な住宅街に位置する
シェアハウスです！

編集後記
日差しが強い日はまだまだ夏の気配が色濃く残っていますが、日陰や夜間はめっきり涼しくなり、
だいぶ過ごしやすくなってきました。そろそろ本格的に秋の到来でしょうか。
昨今、年甲斐もなく虫歯になってしまい、歯医者さんで治療を受けています。痛みが生じた歯を診
療してもらったわけですが、他の歯の確認も当然されるわけであって…。
ここもだめ、こっちもだめ、あ～ここも虫歯ですねと、大変に酷い有様でした。
いい年をした男が歯磨きの仕方を一から丁寧に教わり直し、貝にでもなりたい気分です。
皆様も、歯の健康に改めて目を向けてみては如何でしょうか！
（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

