
                             平成 28(2016)年 8 月 16 日

HITOTOWA INC.

コミュニティ活動拠点

「みさとのおみせ mi*akinai（みあきない）」

見学会・トークイベントを開催

日時：平成 28 年８月 29 日（月）11 時～19 時

於：みさと団地（埼玉県三郷市）

ＵＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構）では、「多様な世代が生き生きと暮らし続けられる

住まい・まちづくり」を目指し、地域医療福祉拠点化の取組みを推進しております。

その取組みのモデル的活動として、みさと団地（埼玉県三郷市）のセンターモール内に、地域

の高齢者および若者世帯・子育て世帯等が参加できるコミュニティ（ミクストコミュニティ）形

成を推進するための拠点「みさとのおみせ mi*akinai」（別添１参照）をオープンしました。当拠

点は、様々なコミュニティ活動や「小商い
こあきない

」（個人や民間団体が自発的に参画できる小規模な商業

活動）を通して、多様な世代の交流の推進を含む団地の活性化を目指すもので、都市の社会問題

の解決を目的としたコミュニティ創出・運営などを手掛ける HITOTOWA INC.とＵＲ都市機構が連

携し 28年 7月から運営しています。

つきましては、８月 29日（月）に「みさとのおみせ mi*akinai」の見学・説明会/トークイベ

ント（別添２参照）を開催し、ミクストコミュニティ形成推進の取組みをご紹介したいと思いま

す。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

お問い合わせは下記へお願いします。

独立行政法人都市再生機構
  本社 ウェルフェア総合戦略部 ウェルフェア戦略推進チーム

    （電話）０４５－６５０－０５７６
  本社 広報室 報道担当

    （電話）０３－５３２３－２７５６

「みさとのおみせ mi*akinai」施設内の様子 「みさとのおみせ mi*akinai」で展示販売されている

「小商い商品」



別添１

「みさとのおみせ mi*akinai」の概要について

１ コンセプト

「みさとのおみせ mi*akinai」は、高齢者から若年層、子育て世帯まで、生き生きと豊かに

暮らせるまちづくりを推進するため、ミクストコミュニティ形成をテーマにしたみさと団地セ

ンターモール内の施設です。

この施設は、ミクストコミュニティ形成を目指す拠点として、新たなコミュニティの形成・

担い手の育成等を実施する者を配置し、以下の試行的な取組みを開始します。

また、三郷市をはじめ、地域の各種団体と連携した企画を今後予定しています。どうぞご期

待ください。

① 各種イベントの定期開催

団地や地域の方々が交流できるイベントとして、土曜日に好きな本を紹介し合う「サタデー

ブックス」、「ＤＩＹイベント」、「防災ワークショップ」等を、定期的に開催します。

② レンタルスペースの提供

団地や地域にお住いの方のコミュニティの活動スペースとして貸切ができます。

③ くつろぎの空間の提供

カフェ空間として、団地内の飲食店と連携し、美味しいサーターアンダギーやコーヒー等を

ご提供しています。また、Wi-Fi も完備しております。

④ 本のシェア

三郷市が掲げる「日本一の読書のまち三郷」を推進するため、店内に図書館機能を設けまし

た。色々なジャンルの本を本棚に並べており、店内にてご自由に読んで頂けます。

⑤ 小商い作品の展示・販売

ステンドグラス、アクセサリー、復興支援グッズなど、作り手さんのストーリーがつまった

小商い作品を展示・販売しています。

２ 場所・営業期間

場 所：埼玉県三郷市彦成３丁目 みさと団地センターモール 7-2 号棟 104/105 号室

TEL / FAX ０４８ー９５７ー８３６０

http://www.mi-akinai.com/

期 間：2016 年 7月 31 日～2017 年夏までの限定オープン予定

時 間：10時～19時まで（11 月～2月は 18 時まで）

    ※ 105 号室については、当面の間、10時～16 時までの営業となります。

定休日：火曜日・木曜日・年末年始

※ 8月中は、木曜日も営業します。

３ 店舗企画・運営者

HITOTOWA INC.

「ネイバーフッド・デザイン」と題し、様々なマンションや団地にて、お住まいの方々のつなが

りをつくりながら、防災や子育ての支援、お年寄りの生きがいの創出に取り組んでいる。

http://hitotowa.jp/



別添２

「みさとのおみせ mi*akinai」の見学・説明会、トークイベントについて

１ 日時 平成 28年８月 29日（月）11 時から 19 時まで

２ 場所 三郷市彦成３丁目 みさと団地センターモール 7-2 号棟 104/105 号室

※駐車場はございませんので、徒歩、または公共交通機関をご利用の上ご来店ください。

３ 定員 各回 10名まで（先着順。参加無料）

４ 申し込み方法 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ送付をお願いします。

  ※団地及び団地の近くにお住いの方は、みさとのおみせで事前申し込みをお願いします。

５ プログラム（予定）

11：00 見学・説明会①（およそ 90分）

14：00  見学・説明会②（およそ 90分）

17：00 見学・説明会③・トークイベント（およそ 120 分）

19：00  終了

※見学・説明会①②③については、同じ内容です。

６ 登壇者（予定）

建築家 仲俊治氏（104 号室のインテリアデザインを監修）

handmade kind 山條千穂氏（作家として小商い作品を販売）

UR都市機構 本社 ウェルフェア総合戦略部 ウェルフェア戦略推進チーム 上原 拓也

埼玉エリア経営部 団地マネージャー 大久保 有美子

HITOTOWA INC.谷 優香

建築家 仲俊治氏

建築家・仲建築設計スタジオ主宰。

小さな経済と環境建築をキーワード

に、「集まって住む」のあたらしい建

築を追求している。

1976 年生まれ。

2001 年東京大学大学院修了。

2001－08 年 山本理顕設計工場。

2009 年－ 仲建築設計スタジオ主宰。

主な受賞に、2016 年日本建築学会新

人賞、第 31 回吉岡賞、第 16 回 JIA

環境建築賞優秀賞、グッドデザイン

2014 金賞、など。

Handmadekind 山條千穂氏

2004 年より handmadekind として活動

をスタート。幼い時より大好きな布を

はじめ様々な手芸材料を用いて、想い

を形にしている。

個展をはじめ、2014 年、映画「魔女の

宅急便」の美術提供、DVD アニメーシ

ョンの布絵制作など、活動の幅を広げ

ている。

絆を育む手しごと展 準優勝、日暮里

繊維街 第 7 回手作り作品 入賞、

Sumida Leather Party いいね大賞、

すみだ中小企業センター長賞、 など。

トークイベント登壇者のご紹介



FAX：0120-653-545 みさとのおみせ mi*akinai広報事務局宛

コミュニティ活動拠点「みさとのおみせ mi*akinai（みあきない）」
見学会・トークイベント 参加申込書

日時: 平成 28 年８月 29 日（月）11 時～19 時
会場：みさと団地センターモール 7-2 号棟 104/105 号室

本用紙に必要事項をご記入の上、８月 25 日（木）16 時までに、

上記 FAX 番号までご返信くださいますようお願い申し上げます。

ご来場予定回

□ 11：00～ 見学・説明会①（およそ 90 分）

□ 14：00～ 見学・説明会②（およそ 90 分）

□ 17：00～ 見学・説明会③・トークイベント（およそ 120 分）

※各回受付開始は、開会時間の 30 分前とさせていただきます。

貴社名

メディア名

部署名

芳名                                           （計     名）

ご来場人数 名（ スチール ／ ムービー ／ 撮影なし ）

ご連絡先 TEL                      ／ MAIL

通信欄

■会場までのアクセス

所在地：埼玉県三郷市彦成３丁目 みさと団地センターモール７-２号棟 104/105 号室

（JR 武蔵野線「新三郷」駅より徒歩約 10 分）

＜取材のお申込み及び報道関係のお問合せ＞

みさとのおみせ mi*akinai 広報事務局 田中、菅原、山本／TEL：０３－３５７１－５３２６


