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子育てで大切なのは「笑い」
と
「共感」
コミュニケーションの
極意でもありますね
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暮らしのカケラ ❸ 「季節と義務感」 角田光代

03

Special Interview 未来を照らす 

関根 勤

季節と義務感

さん タレント

ち
ょっとしたことでも、一度はじめると、なかなかやめ

られなくなる季節行事はけっこう多い。たとえば梅干

し作りだ。私の亡き母は、どういうわけだか「梅干し

は、作りはじめたら毎年作らなければならない」と言っていた。

毎年作っているのに、ある年でやめると何か変化が起きるのだ、

となんだかおそろしい迷信のようなことを言っていた。私はその、

出どころも根拠も不明な迷信を信じてはいない。いないのだが、

なんとなく六月が近づくと、
「梅干しを作りたい」ではなく「作

らなくてはいけない」ような気持ちになる。

東京のある神社には有名なお守りがある。財布に入れるとお金

が貯まる、というようなお守りだ。新しい年のお守りは、節分ま

での時期に売っている。私はその神社もお守りのことも知ってい

たが、とくに興味を持っていなかった。ところがあるとき、知人

が、このお守りをくれた。そう言われているように財布に入れて

一年を過ごした。そして翌年、節分が近づくと、なんだかこのお

守りを更新しなくてはならないような気分になった。やむなくそ

の神社に赴いてみると、お守りとお札を買う人で大行列。私も列

に並びながら、
「ああ、みごとにやめられないループにはまって

しまった」と実感した。

どものころに実家で行われていた季節行事を、多くの

人がいったんやめるときがあると思う。進学や就職を
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してひとり暮らしをはじめたり、実家暮らしでも自分
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の用事に忙しくなったりして、家族とは季節ごとの行事をしなく
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なる。それでも、何かのきっかけで、親主催ではなく、今度は自
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分の意思で、またはじめる。新年のお参り、節分の豆まき、ひな
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祭りに五月の節句。私の場合は、いくつかは復活し、いくつかは
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自然に廃止してしまった。たとえばクリスマスは祝うが、節分の

30

豆まきはしない。新年のお参りはもちろんいくが、おせち料理は

30

ベランダで楽しむ 四季の寄せ植え❸ 黒田健太郎
壁掛けで楽しむ白いビオラとシルバーの葉物
防災グッズの新常識❸ 高荷智也
避難所へ行かない
「在宅避難」
の準備
男子弁当のススメ！❼ 相田幸二
カキわっぱ弁当

作らない。

29

復興の
「今」
を見に来て！
「オール女川」
パワーで親睦を深め、復興に励む！
宮城県女川町
節目の日を迎え新たな生活のステージへ
岩手県大槌町

かしいったん何かはじめると、なぜか、やめるにやめ

25

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その
大泉学園駅周辺
（東京都練馬区）

られず、続けてしまう。それは私の個人的な性質なの

23

ＵＲのまちづくり最前線❻
生まれ変わった広島駅周辺が新たなにぎわいのまちになる
二葉の里土地区画整理事業、関連公共施設整備
（広島県広島市）

し
だろうか。それとも、世間一般的な感覚だろうか。そ

21

んな私が、今警戒しているのは、節分の恵方巻きである。このと

09 関東・中部・関西・九州の団地から
評判の
「おいしい店」16店が大集合！
15 元気なみさと団地に行ってみた！

ころ、節分が近くなると、関東地方でもあちこちで恵方巻きの宣

元気な団地へ行ってみよう！

伝がはじまる。私は最近までまったく知らなかったイベントだが、

おいしい団地

なんだかたのしそうではある。でも、やりはじめたら、この先ず

特集

ーっと二月三日には切っていない巻き寿司を食べ「なくては」な

07

らなさそうで、近づかないように注意している。

子育てで大切なのは
「笑い」
と
「共感」
コミュニケーションの極意でもありますね

今回の絵を描くために"団地カフェ"
というキーワードで調べたら……
温もりのある素敵な空間の写真が
たくさん出てきました。
街のカフェとはまた違う
リラックス感に、
思わず訪ねてみたく
なりました。
イラストレーション
小林マキ

作家。1967年、神奈川
県生まれ。早稲田大学第
一文学部卒業。1990年
「幸福な遊戯」
で海燕新人
文学賞を受賞しデビュー。
『対岸の彼女』
（文藝春秋）
での直木賞をはじめ著
書・受賞多数。最新刊は
『もう一杯だけ飲んで帰
ろう。
（
』角田光代・河野
丈洋、新潮社）
。
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未来を

芸能生活 年。
お茶の間に明るい笑いを
ふりまき続ける
タレントの関根 勤さん。
その元気の秘密は
どこにあるのでしょうか？
子育ての極意から、
「お笑い界」
への思いまで、
たっぷりと伺いました。

テレビ大好きっ子から
お笑いの道に
行けるでしょ。すごくいいなと

安心して友達のところへ遊びに
に、家では食い入るようにお笑

そのつらさをチャラにするため

居残りさせられていたんですよ。

いつしか自分も物まねをやる

救ってくれたんですね。

い番組を見たんです。テレビが

思いましたね。
テレビが大好きでした。ちょう

子どもの頃の僕は、とにかく

の家の近くには団地があり、友
ど僕が生まれた昭和 年にＮＨ

子どもの頃に住んでいた東京
達もいました。団地には広い公

で団地に行きましたよ。夕食の

芸能界に入ってからも、仕事

とか、メンコとか。

穴に落ちたら取られちゃう遊び

作って、ビー玉が途中の落とし

した。砂場でビー玉のコースを

園があって、よく遊びに行きま

れちゃって。

とか、動く漫画にもう心を奪わ

ターザンとかマイティ・マウス

す。まさに魔法の箱でしたね。

レビのあるお宅に見に行くんで

ないから、子どもは集まってテ

頃はお金持ちしかテレビを買え

Ｋの放送が始まりまして、その

たら、大ファンのコント 号が

ンピオンになりました。そうし

コーナーで５週勝ち抜き、チャ

「しろうとコメディアン道場」

Ｗ！』というバラエティ番組の

時 大 人 気 だ っ た『 ぎ ん ざ Ｎ Ｏ

ようになって、 歳のときに当

メニューでビンゴを作って、「今

さん同士が仲良しで、けっこう

あります。そしたら団地のみな

撃訪問する番組をやったことも

晩のおかずはなんですか」と突

貴重な高級電化製品ですから、

６歳くらいのときかな。当時は

もテレビが来たんですよ。僕が

きに、親父が頑張って、うちに

いまの天皇陛下のご成婚のと

お願いします」と、あれは人生

っちゃって。
「じゃ、よろしく

証する」って言われて舞い上が

号を育てた浅井が君の才能は保

界でやってみないか。コント

のカバーをかぶせてね（笑）
。

55

っちゃったから、最初の 年は

のの、何の修業もなくポンと入

憧れていた芸能界に入ったも

子育ての極意は
「笑わせること」

集まって来られるんですよ。あ
団地の中は一般道路を通らな
僕は小学生のとき給食が食べら

最大の調子こきでしたね（笑）
。

くていいから車の危険もないし、
れなくて、厳しい先生にいつも

見終わるとカーテンみたいな布

公園にはみんなの目があるし、

れはうらやましかったなぁ。

いた浅井企画の社長から「芸能

21

全然ウケなくて、仕事もあまり
なかったんです。ちょうどその
頃、娘の麻里（タレントの関根

さん

タレント

麻里さん）が生まれました。そ

コミュニケ ーションの
極意でもありますね 関根 勤

子育てで大切なのは
『笑い』
と
『共感』

照らす

28
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Special
I nt e r v i e w

と思うんです。人
ことが大切だ」ということです。

とが見つかったときに大変だっ

することが大切なんだよ」と。

た。麻里が将来何かやりたいと

「 あの本のノウハウを使うのは
それからは、あまり文句を言わ

それが役に立ったのは、麻里が

ての目標として、
ここだ！」と（笑）
。
なくなりました。

間って何か目標が

「明るい子にした
「そうだよな、本当につまんな
共感ということに関しては、

きには、いま鍛えた脳が支えて

い。将来、人さま
いよな。歴史なんか、なんで何
子育てだけではなく、普段のコ

小学校４年生のとき。
「 勉強が

に迷惑をかけない
千年も前のことを詳しく覚えな
ミュニケーションでもすごく大

あれば頑張れます

子になってほしい。
きゃいけないんだ。ピラミッド
切だと思いますね。楽しい会話

くれるんだよ。だからいま勉強

空気が読めるよう
がありました、でいいじゃない

つまらない」と言い出したので、

になってほしい」
にするためには、まず相手が興

例えばお風呂に入るときに裸に

て、ずっとふざけていました。

とにかく娘の喜ぶ顔が見たく

か、ってチャレンジですよね。

さまを笑わせることができるの

わすことのできない芸人が、人

思ったんですね。自分の娘を笑

な？ 娘を笑わすことだ！」と

ないんです。例えば最近子ども

てみる。決して難しいことじゃ

親の自分に何ができるかを考え

子どもが幸せになるために、

明るいし、人をいじめません。

なくなる。ストレスがない子は、

と心が開放されて、ストレスが

せるのが一番いいんです。笑う

そのためには、とにかく笑わ

大人になって自分がやりたいこ

んはそうやって逃げてきたら、

そのうえで「でもね、お父さ

安心するんですよ。

は「父親はわかってくれた」と

込むわけです。すると、子ども

入れたのに、全然開かないから

「ホテルのドアにカードキーを

メですよね。それと自慢話もい

味のないことをしゃべっちゃダ

か（笑）
」と、まずは

なるでしょう。そうすると僕の
が大笑いすると話題の『えがな

子育てに関しては、本もずい
番覚えているのは、
「 共感する

僕はいまもテレビとお笑いが

速くて、相当の切れ者。彼と出

を組みました。彼は頭の回転が

す。彼らがそれをキャッチして、

んに僕のパスをどんどん投げま

しているときには、若い芸人さ

れました。
「 寛美さんは間だけ

平さんの舞台を見に行けと言わ

とは、藤山寛美さんと三木のり

か、間合いの取り方とかね。あ

プロデューサーが何を求めてい

ました。視聴者やディレクター、

らは、全体が見えるようになり

ロデュースするようになってか

アターの座長になり、若手をプ

張っていこうという気持ちです。

ないように、
「 お 笑 い 界 」も 頑

だから。歌謡界や俳優界に負け

って、みんな「お笑い」の仲間

彼らにウケてほしいんです。だ

芸能界に入って、今年で 年

芸能界で影響を受けた
欽ちゃんと小堺くん

話を深めていけばいいんです。

んで趣味が合ったら、どんどん

きるでしょう。それで会話が弾

「私もあります！」って共感で

たんだよね」
（笑）
。そうすると

人を呼んだら、Ｓｕｉｃａだっ

た話。

やですね。一番いいのはドジっ

お尻が娘の顔くらいの高さなん
いえほん』を読むことから始め

がお尻を振りながら「ケツケツ
ケツケツ」と踊ったり歌ったり
（笑）
。麻里が笑ったことしか記
憶がないくらい、常に笑わせて
子育てにも目標を持つといい

小堺一機くんは『ぎんざＮＯ

大好きな一視聴者でもあり、テ

ぶん読みました。そのなかで一

っぱり欽ちゃん
（萩本欽一さん）
Ｗ！』の２年後輩で、僕が 歳、

例えば舞台では、メインで演
会えて本当によかった。一人じ

うまくシュートして笑いがとれ

レビをよく見ます。自分が出演

じている人にお客さんの目線が
ゃここまでこられなかったと思

小堺くんが 歳のときにコンビ

集中するように、自分の出番以

ると、うれしくてたまらない。

います。

で笑わせる、のり平さんは会場

るかを常に考えながらやってい

彼らをなるべく目立たせたいし、

の空気を笑わす最後の人だ」と

1953
（昭和28）
年、東京都生まれ。
TBSテレビ
「ぎんざNOW!」
のしろう
とコメディアン道場で初代チャンピ
オンになり、74年に芸能界入り。
デビュー当初の芸名は
「ラビット関
根」
、82年より本名の
「関根勤」
で活
動。バラエティ番組を中心に、テレ
ビ、ラジオ、CM、舞台など幅広く
活躍中。
2月3日土、4日日に
「関根 勤×柳原
可奈子トークライブ 酷白７」
を日
経ホール
（東京都千代田区）
で開催。

わいくてかわいくて、頭がおか

孫が生まれてからは、もうか

朝ドラで、明るい
お父さんを演じたい

ます。

歳のときにカンコンキンシ

外はスッと気配を消す。セリフ

笑いのノウハウを教えていただ

には本当にお世話になって、お

いました。

コミュニケーションには
「共感」
が鍵になる

ですよ。それでお尻をパーカッ

と思ったんですね。
回のみ

からね。僕は子育

一人娘の麻里さんを
「笑わせる担当」
だった、若き日の関根さん。

てみるのもいいのでは？

1

ションにして娘に叩かせて、僕

れで、
「 自分の得意分野は何か

せきね・つとむ

教えてくれました。

は極力言わず、体で表現しろと

きました。

27

を迎えます。その間、いろんな
方から影響を受けましたが、や

しくなりそうです（笑）
。麻 里
のときと同じで、僕の担当は笑
わせる係。孫の人格の明るいと
ころを担いたいと思って、いつ
もゲラゲラ笑わせています。
この先やりたいことですか？
映画の監督もしましたし、Ｅテ
レの『いないないばあっ！』と
いう番組で、麻里の夫のＫくん
が作曲、僕の作詞で歌も作った
し、夢はほとんど実現しちゃっ
たかな。
あ、朝ドラに出てみたいです
ね！ 朝ドラに出ると、みんな
（笑）
。
娘に
「そ
注目してくれるし
んなこと言うなよ」なんて突っ
込まれる、明るくてダメなお父
さん役。実現するように、ぜひ
書いておいてください（笑）
。

5
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W E B U R PR E S S
「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンから関根勤さん
のインタビュー動画がご
覧いただけます。
（2018年4月末まで）
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喫茶店
uzuビバ
レッヂ

藤寿司

ごよみ
白壁カフェ 花

ロイヤル
キッチン

おいしい 団地

ディーカー
タイ食堂 サワ

元気な団地へ
行ってみよう!

Cafeここたの

団地に住む人々の生活を支える、
おなじみの商店街。
昭和レトロな懐かしい
お店の数々が並んでいるが
その中に、団地の外からも

団地ごはん特集

お客さんが押し寄せる
人気を誇る名店がある。

団らん処 和菜
屋

中華蕎麦 生る
な

商店街そのものを活性化しようと、
さまざまな仕掛けを考えている
団地もある。
次の休日、そんなお店を探して、
団地に足を運んでみませんか？

地域リビング
プラスワン

鳩時計
soup curry

GA.RAGE ２

か えん

華燕
麺厨房

8

UR PRESS vol.52

洋菓子工
房SAK
ON

Pilly’s Brea
d Company

一本堂

はる

ざ治
らーめん ぎょう

UR PRESS vol.52

7

soup curry 鳩時計
ヘルシー＆スパイシー
辛さが選べるこだわりの味

エリア

団地に根づいた
国立富士見台団地
学生運営のコミュニティーカフェ

くるまがえし

車返団地

店の一番のおすすめはチキンと野菜のスープカレー。ゆでたブロ

左／カフェのような明るく
お洒落な店。お客さんは年
配者が中心だが、ママたち
や若い人にも人気だ。

ッコリーやカブ、素揚げしたカボチャやにんじんなど色とりどりの
野菜が美しく、ほっこり煮込んだチキンレッグはフォークでほぐれ
るほどの柔らかさだ。５段階の辛さが選べるスープはあっさりとし
ていながら深みがあり、辛味ゼロであってもスパイシー。
「お子さんからお年寄りまで召し上がれます。摂れる野菜が目に見
えるのも好評です」
と店主の栗原正典さん。栗原さんは車返団地に
住み、以前は北海道から東京に出店したスープカレー店に勤めてい
たが、
「自分が理想とするカレーを作りたい」
「地域に貢献したい」
と
団地内で開業した。店の前は駅への通り道。昼どきには席待ちも出
て、ランチを楽しむママたちも多く、地域の人気店になっている。

上／パクチー好きにはたま
らない、パクチーとチキン
のスープカレー
（1180円）
。
左／栗原夫妻と奥さんの妹
さんとで店を切り盛りする。
今は全員車返団地の住人だ。

関東

Cafeここたの

下／野菜もたっぷり摂れる
と人気のチキンと野菜のス
ープカレー
（1180円）
。

学生が手づくりしたケーキは、コーヒーとの
セットで550円。

東京都府中市白糸台5-25-1 車返商店街内 ☎042-319-8102
営 10～15時
（LO.14時30分）
、16時30分～19時
（LO.18時30分） ㊡日曜
サイフォンでコーヒーを淹れる樋口さん
（左）
。店の内装にはカラマツ材が使われ、ほっとする雰囲気を醸し出す。

地商店街「むっさ 」の一

団
角に、ちょっと不思議な店

名をもつこの喫茶店はある。

「
『ここたの』
という名前には、『こ

こに来れば楽しい』という意味が

21

をはじめ周辺住民の憩いの場とし

て愛されている。

最近は、カフェの運営に興味が

あって参加する学生が大半だとい

うが、樋口さんいわく

商店街の人たちや団地の方々と関

「僕もそうでしたが、活動の中で

そう教えてくれた店の代表者、

わりができ、まちづくりや地域へ

こめられています」

樋口龍人さんは一橋大学の２年生。

の関心が高まりました」

学生スタッフは 名、市民スタ

17

じつはここは一橋大学や津田塾大

学の学生たちのサークル「Pro

ッフは立ち上げの時からいる人も

だがバイトより時給は安く、大学

K」が運営している店なのだ。

まちづくり授業を端緒に、にぎわ

のテスト期間中もシフトに入らな

西上原三千代、石井克美、武田ちよこ=文、青木 登、竹居鉄也=撮影

14

含めて６名。学生スタッフは有償

いを失っていた国立富士見台団地

ければならない。なかなか大変で、

21

スタートは 年前。一橋大学の

を含む地域活性化のために、学生

商店街や団地のイベントに参加

頑張れるのは好きだからこそ。今

店内の設えもメニューも手作り

するのはもちろん、楽器演奏でも

たちが商店主や団地商店街、市民

感覚を重視。コーヒーは注文ごと

マジックでもやりたいパフォーマ

年度の卒業生には、ここでの経験

に豆を挽いて

ンスを自由に発表できる「ここた

と協力しサークルを結成。シャッ

サイフォンで

のナイト」を月１回開催。また去

東京都日野市百草999-2-8-1-112 ☎042-594-7399
営 11～21時
（水曜は〜14時） ㊡毎月最終日曜

を生かしてカフェの企画・運営会

淹れ、日替わ

年から国立市の委託で、中高校生

左／一番人気は辛味ねぎがたっぷり入
った、らいおんらーめん
（850円）
。醤油・
塩・味噌それぞれに深い味わいが自慢。

ター商店街状態だったむっさ に

りランチの料

の留学や海外への興味を盛り上げ

上／子育てを考えて、自宅に近
い百草団地に店を構えた小川さ
ん。父も店を手伝う家族経営。
なじみの客も多く、アットホー
ムな雰囲気だ。

初めての人も入りやすい店構え。並びには
Pro-Kが運営する地場野菜販売店
「とれたの」
や雑貨店
「ゆーから」
もある。

社に就職した人もいるそうだ。

理の数々はも

る「グローバルカフェ」を実施す

さんが、2012年に独立開業。
「らいおんの味に自分ならではのこ
だわりや工夫を加えています」
というらーめんは、パンチがありな
がらまろやかなスープが、コシの強い中太麺によくからむ。
お客さんは団地や周辺の住民が大半で、ぎょうざの持ち帰りや年
末のチャーシュー１本売りなど、暮らしに即した商売で地元に根づ
いている。年配客のリクエストで始めた、細麺にあっさりスープの
「懐かしの中華そば」
も人気だ。

店を立ち上げ、運営に乗り出した。

ちろん、ケー

るなど、コミュニティーカフェと

金沢栄治さんが、長年の夢
だったタイ料理店をオープ
ンしたのは昨年の夏。
「駅
前の好立地で、しかも条件
が良かったんです。URの
団地だということは後から
知りました」
。
森をイメージした店内は
カフェ風で、女性や子ども
上／多彩な香辛料やハーブを使った料理は、
見た目も美しくどれも美味。写真は手前から
連れのママたちにも人気。
時計回りに
「プー・パット・ポーン・カレー」
厨房で腕を振るうのは、タ
（1350円）
、鶏のバジルごはん目玉焼きのせ
イの有名レストランのコッ
「ガパオ・ガイ・カイダーオ」
（800円）
、蒸し
クだったナンさんとジアッ
鶏のごはん
「カオマンガイ」
（800円）
。
プさん。ぜひ注文してほし
いのが、ソフトシェルクラ
ブのカレー炒め
「プー・パ
ット・ポーン・カレー」
。
奥行のあるおいしさ！
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キなどのスイ

ぐ さ

府中の行列店
「らいおん」
で20年修業し、店長も務めた小川正治

東京都昭島市玉川町1-7-102 くじらロード商店街 ☎042-519-7099
営 11～15時
（LO.14時30分）
、17時30分～22時30分
（LO.22時） ㊡なし

して交流も育み、地域にしっかり

も

百草団地

タイマッサージ店を営む

タイ料理を多くの人に知ってほしい
と話す金沢さん。テイクアウトはも
ちろん、団地内には配達もする。

10

名店の系譜を受け継ぎ
地域で愛される味

ーツもすべて

ひがしな か が み

東中神団地

根を下ろしている。

本場タイの多彩な料理を
ここから広めたい

らーめん ぎょうざ 治 らいおん百草店

自家製。団地

タイ食堂 サワディーカー

東京都国立市富士見台1-7-1 富士見台団地1号棟1階104
☎042-573-9433 営 11時30分～18時
（LO.17時30分） ㊡水曜

は る
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中部

白壁カフェ 花ごよみ
喫茶店文化を極めた
長居したくなる和カフェ

エリア

ち か ら ま ち

アーバニア主税町

独自の喫茶店文化が浸透している名古屋。
「花ごよみ」
は朝7時半

左／ペット同伴で入れるテ
ラス席もある。

から23時の閉店まで、モーニング、ランチ、お茶の時間、そして
夜のお酒と食事が老若男女に愛されている名古屋らしい和カフェだ。
特におにぎりとサラダ、茶碗蒸しと飲み物が付くモーニングセッ
トは団地に住んでいる高齢者に好評で、
「ここに来れば話し相手が
いるからと、朝から団地の常連さんがよくお見えになります。朝か
ら夕方まで、自宅の居間兼食堂代わりに滞在されるお客さまもいら
っしゃいますよ。それが名古屋の喫茶店なんです」
とスタッフの遠
山光歩さん。ネルドリップで1杯ずつ淹れるコーヒーは、大福など
の生菓子がついて410円。
「わが家の近くにもほしい」
と誰もが思う、
愛されるお店だ。

下／大好評のモーニングセ
ットは、おにぎり
（おかゆ
かトーストも選べる）とサ
ラダ、茶碗蒸しと飲み物が
付いて410円。

左／甘味のメニューも豊富。

一本堂 北習志野駅前店
いつでも焼きたて
食パンを極めた専門店

習志野台団地

地域リビング プラスワン
誰でも歓迎
笑顔いっぱいのおうちごはん

高島平団地

「一本堂」
は毎日食べても飽きがこないと評判の焼きたて食パンの
専門店。昨年夏に、千葉県内では3店舗目となる北習志野駅前店が、
習志野台団地にオープンした。定番の
「一本堂ぷれーん」
や、国産小
麦だけを使った
「ゆたか」
、チーズやレーズン入りも人気。
「団地内
の商店街ということも
あって、お客さまとの
距離がとても近く、毎
日買いに来られる方も
多いですよ」と店主の
佐藤忠宏さん。手土産
用に買い求めるお客さ
んも多いそうだ。

下／ランチで人気なのは、刺身と牛しぐれ煮
がのった海鮮花ちらし。

上／誰でも気軽に利用できるコ
ミュニティースペース。
右／この日の
「おうちごはん」
は、
鶏肉の白菜巻きがメインの
「こ
うこさんの簡単ごはん」
。

NPO法人ドリームタウンが運営する
「地域リビング プラスワン」
上／
「焼きたて食パンのフ
ァンを増やし、商店街も盛
り上げていきたい」と店主
の佐藤さん
（左）
とスタッフ。
左／店はエールきたなら商
店街にある。

名古屋市東区主税町4-72 アーバニア主税町1階
（LO.22時30分） ㊡なし
☎052-931-2346 営 7時30分～23時

な

中華蕎麦 生る
東京の名店で修業した
名古屋の新行列店

ふんわりモチモチの
「一本
堂ぷれーん」
（1斤260円）
。
その場で好みの枚数に切っ
てくれる。

千葉県船橋市習志野台3-2-115
☎047-401-8950
営 10時～18時30分
（完売次第閉店）
㊡火曜、第1・3月曜

Pilly’s Bread Company
みやこどおり

都通団地

東京にあるつけ麺の名店
「道」
で修業した弓長康成さんが、2016
年10月に開いた。きしめんや味噌煮込みうどんが主流の名古屋に
もラーメン店は増えているが、なかでもここはいつでも行列してい
る人気店。豚骨、鶏ガラ、数種類の魚介を1日半かけて炊いて作る
だしは濃厚で、麺は選び抜いた国産小麦粉を使った自家製。つけ麺
は太め、ラーメンは中太で、粉の種類も変えるこだわりようだ。
「開店から1年たち、ようやく少し落ち着いたので、これから新し
いものをつくっていきたい」
と弓長さん。自身が東京でUR賃貸住宅
に住んでいて、そのとき1階にある中華料理店によく立ち寄った。
「それで店を開くときに、真っ先にURの物件を探しました」
。団地
によく似合う名店なのだ。

地域に貢献したい
その思いでパンを焼く

左近山団地

「お店をやるなら、知った顔が集まる団地の中がいいと思っていた」
さとふみ

と話すのは、
「Pilly’s」
店主の佐々木学文さん。妻の実家があった左
近山団地に店を開いたのは2014年。
「商売で地域に貢献したい」
と
の思いを胸に、無添加のパンを良心的な値段で提供している。常連
さんの9割は団地の人で、高齢者も多い。
「すぐに食べられるパンは、
じつは高齢者向きなんです。幅広い年齢層を意識してパンを作って
います」
と笑顔で語った。

名古屋市千種区豊年町3-18 都通団地1号棟
☎052-717-6028 営 11時30分～14時、18～21時
㊡月・火曜
（変更の可能性あり）

上／看板メニューの濃厚塩
中華そば
（780円）
にロース
トトマトをトッピング。
右／店名には、木の実がい
っぱい生るように、生命力
にあふれた生き生きとした
店にしたいという思いがこ
められている。

は、孤立しがちな高齢者の居場所づくり、子育て支援のために
2013年にオープンしたコミュニティースペース。地域のボランテ
ィアが調理を担当して、
「おうちごはん
（お昼ごはん）
（
」1食400円
〜）
を提供している。
「ここで会話をしながら楽しく
食事してほしい」
と学生時代から高島平の地域コミ
ュニティーに携わってきた代表理事の井上温子さん。
作る人も食べる人も笑顔があふれるスペースだ。
代表理事の井上
温子さん。

東京都板橋区高島平2-28-1-102 ☎03-6906-6578
営 11～16時
（火・金は子ども食堂16時～20時30分）
㊡不定休

ロイヤルキッチン
おひとりさまから
家族連れまで大満足

習志野台団地

昨年12月に、団地にあるエールきたなら商店街にオープンした
ばかりのインド料理店。おすすめは5種類のインドカレーとスープ、
サラダ、ナン、ライス、デザートが好きなだけ食べられるカレーバ
イキング
（90分間、1080円）
。
「団地の方や地域の方に愛されるお
店にしたい」
とオーナーの関口信弘さん。お子様セット
（540円）
や
シニアセット
（691円）
、テイク
アウト
（540円）
な
ど、幅広い世代に
向けたメニューも
充実している。
カレー1種類とサラダ、
ナン
（またはライス）
が
ついたAセットは691
円。一番人気は、マイ
ルドなバターチキンカ
レー。

テレビ局のディレ
クターから転身、
東京で修業して、
地元名古屋で店を
開いた店主の弓長
さん。

上／毎朝3時半に起きてパ
ンを焼く佐々木さん。
左／常時60種類がそろって
いる。
「無添加で安心なの
で、友達へのお土産にする
方もいます」
と佐々木さん。
横浜市旭区左近山1186-6 左近山団地7-10-103
☎045-520-3245 営 10～18時 ㊡不定休

千葉県船橋市習志野台3-2-104
☎047-401-7325
営 11～22時
（LO.）
＊バイキングは21時
（LO.）
㊡なし
「デイナータイムも1080円でカレー
バイキングが楽しめます」
とオーナ
ー関口さん
（左）
とスタッフの皆さん。

清潔感ある店内。
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か

藤寿司

ツ ー マ ー ジャン

コスパの良さで
ランチは行列必至の人気店

若山台中央団地
京都との県境に近い大阪
北部、若山台中央団地にあ
る
「藤寿司」は、11時の開
店前から行列ができる人気
店。寿司定食
（上）
を頼めば、
その理由はすぐわかる。新
鮮なネタの握りが12貫と、
鉄火の手巻き寿司、味噌汁
にデザートがついて1300
円
（税抜）
。その味と量に対
して、この値段は誰もが納
得、大満足となる。
「ごく
当たり前にやっているだけ」
と力みのないご主人酒井健
次さん。夜は東北の日本酒
と一品料理も味わいたい。
おまかせ寿司の一部。

麺厨房 華燕

自家製芝麻醤と肉みそが
絶品担担麺の秘密

と ん

だ

富田団地

担担麺を求めて団地の外から来るビジネスマンや大学生で、昼時

右／一番人気の汁なし坦坦麺
（800円）
。辛さを求めるなら、麻
辣やハバネロ山椒で調節する。
左／店主の山﨑さんは神戸で震災に遭い自宅
が半壊。団地なら子育てしやすいだろうと、
1996年にここに移り、店を開いた。

大阪府三島郡島本町若山台2-6 2棟103号
☎075-962-6648
営 11時～13時30分、17時30分～21時
㊡月曜

大阪府高槻市牧田町7-54-109
☎072-693-8808
営 11時30分～14時、18時～20時30分
㊡月・火曜

団らん処 和菜屋
か な だ

九州
エリア

金田一丁目団地

作業療法士時代、一人暮らし高齢者の食事の偏りが気になってい

団地に愛された
洋菓子の名店
住吉団地に出店したのは偶然だっ
た。だが、店主の左近 誠さんは今、
団地に店を作ってよかったと心から
思っている。
「ここは隣近所の距離が近くて、皆
さんフレンドリー。開店したときは
『がんばってな』
と声をかけていただ
き、
『おいしいから宣伝しとくわ』
と
団地の皆さんがうちのケーキを広め
てくれました。この団地に育てられ
たといっても過言ではありません」
今では常連さんのほとんどは団地
のお客さまで、この方は何号棟とわ
かるまでに。
もちろん洋菓子のおいしさは折り
紙つき。生クリームやスポンジなど
ベーシックな部分にこだわった、飽
きのこない味が愛されている。その
評判は団地外まで。地元マスコミの
取材を受けるほどの人気店だ。
大阪市住之江区粉浜西3-1-13-1
☎06-6675-9970
営 10～20時
㊡月曜、第1・3火曜

一番人気のロールケーキ
（880円）
とクッキー
シュー
（190円）
。ロールケーキはスポンジが
きめ細かく、生クリームとのバランスが絶妙。
店ではたまごを使わないスポンジも常備して
おり、オーダーがあれば、低アレルギーのケ
ーキを作ることもできる。

オーナーの左近さんは、28歳でサラリーマンから転職してケーキ店で修業
を積み、34歳で住吉団地に店を構えた。

GA.RAGE2
仕事帰りに気軽に立ち寄れる
イタリアンバル

依頼があれば、団地内には
配達もしている。
北九州市小倉北区金田1-1-6 6号棟1階
☎093-953-7570 営 10～19時 ㊡日曜・祝日

近くにある大型スーパーで買い物した人が、
帰りに立ち寄ることが多いそうだ。店は団地
の外からも目立つ所にある。

喫茶店 uzuビバレッヂ
船場淡路町

店内は地元九州の日田杉を使った落ち着いた雰囲気。高齢者が作ったハンドクラフトな
どを展示するスペースも設けている。

さまざまな世代を意識した
お惣菜が並ぶ。

エリア

住吉団地

ここは
「団地のお店」
という範疇にはおさまらない人気店。URの
船場淡路町が立つのは、大阪の中心部に広がるビジネス街。その
1階に2015年にオープンした
「GA.RAGE2」
は、豊富なワインをそ
ろえたイタリアンバルで、昼も夜もビジネスマンや若い女性たちで
にぎわっている。店長の宮崎 悟さんのおすすめは、牛ハラミ黒胡
椒焼きや菜園サラダ。自家製の薫製も人気だ。

たという三村和礼さん。地域とのつながりをもたない孤独な高齢者
の存在にも危機感を抱き、
「食事を通して人が集まり、人とつなが
れる場をつくりたい」
と2015年7月、金田一丁目団地にこの店をオ
ープンさせた。食の提供だけでなく、心の拠りどころになれる
「団
地の台所」
を目指している。
一人でもいろいろな料理が選べるよう、名物のイワシのぬか炊き
や地元野菜の煮物など、惣菜は常時20種以上。少量パックで値段
もリーズナブルに設定し、お弁当には温かなごはんを盛りつける。
毎日来る団地の常連さんも多く、お客さん同士のつながりも生まれ
た。隣にはデイサービスもあり、地域コミュニティーの拠点として
存在感を増している。

関西

洋菓子工房SAKON

は行列ができる。おいしさの秘密は
「豚肉を粗挽きにして作る肉み
その食感と、ゴマを控えめにした自家製芝麻醤」
と店主の山﨑利勝
さん。
一番人気の汁なし坦坦麺は、ミ
ョウガとねぎ、大葉とカシュ
ーナッツがアクセント。
ホテルの中華料理のコ
ックをしていただけあ
り、辛さのなかに奥深
い味わいがある本格派。
その味がリピーターを
生んでいる、富田団地
の看板店だ。

天井が高く、落ち着いた設えの店内は、団地
ということを完全に忘れさせる。

ここは団地の台所
多世代に人気の惣菜がズラリ

え ん

上／ガレージを意識した造りの店内
に立つ、店長の宮崎さん。
左／人気メニューのガレージ菜園サ
ラダと、牛ハラミ黒胡椒焼き。
大阪市中央区淡路町2-4-7
☎06-6201-6828
営 11時30分～14時30分
（LO.14時）
、
17～24時
（LO.23時）
㊡日曜・祝日

ホッと心がほぐれる
京都の隠れ家カフェ

み

ぶ ぼ う じょう

壬生坊城第二団地

UR担当者の
「オシャレ、
とにかくオシャレです」の
言葉に誘われ訪ねてみると、
たしかに団地の1階とは思
えないステキな空間が。
「少
しだけ現実から離れられる
異空間にしたくて」と店主
の勝間田菜穂さんが言うそ
の店に、団地に住む80代
のおばあちゃんから観光客
まで、さまざまな年代の人
がやってくる。春や秋には
裏口を開け放し、店内に気
持ちのいい風が舞い込む。
イベントも多く、新たな出
会いが人をつなぐ、その中 ネルドリップのコーヒーとトーストのモーニン
心にこの店がある。
グセット。
京都市中京区壬生坊城町48-3
壬生坊城第二団地1棟108
☎075-756-1233
営 8～20時
（金曜は～23時） ㊡日・月曜
店主は10年ほどこの団地に住んでいたこと
がある。
「店を開いてから、団地の人たちと
のつながりが生まれました」

調理と販売は地元の女性たちが担当。
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団地の皆さんが待ち望んでいたスーパーが昨年12月9日に開店。同時に百円ショップも出店した。

商店街が心機一転
団結して頑張っている

主催の夏祭りの会場となるほどの
広さを誇る。郵便局や市役所の出
張所といった公的機関をはじめ、

開始したみさと団地（埼玉県三郷

ニティー活動拠点、URの管理サ

ラン、集会所などの団地のコミュ

さまざまな商店や喫茶店、レスト

市）は、総戸数じつに６７３０戸。

ービス事務所などが集まる、いわ

１９７３（昭和 ）年に供給を

２００８年に団地近くのJR新三

この一角には大型スーパーがあ

ば団地の中枢部だ。
され、ららぽーとやコストコ、イ

ったが、 年に撤退。以来、空き

郷駅（武蔵野線）がリニューアル
ケアなどの大型商業施設が相次い
るにぎやかな駅前が誕生した。

でオープン。近隣からも人が集ま

月、新たなスーパーと百円ショッ

店舗となっていたところに昨年

注目され、高い人気を誇っている。

にも便利とあって子育て世代から

と団地の南地区は通勤にも買い物

この新三郷駅前の開発で、みさ

広場でクリスマスマルシェを開催

スタンプラリーを実施、週末には

商店街ではリニューアルセールと

プが開店した。これに合わせて、

び込んだ。

して、商店街にたくさんの人を呼

12

URで二番目に多い戸数を誇るみさと団地は、南地区、中央地区、北地区に分かれている。

昨年12月、その中央商店街に６年ぶりにスーパーが開店して、商店街に活気がよみがえった。
URでは団地活性化に向けたさまざまな取り組みを支援。

団地を盛り上げようと自治会も頑張っている。そんな話を伺いに、元気なみさと団地を訪れた。

URで二番目に
大きな団地

15
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武田ちよこ=文、青木 登=撮影、福田正紀=ドローン撮影
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11
この団地の中央に位置する商店
街「センターモール」は、自治会

１万人以上の人々が暮らすみさと団地。外壁修繕が行わ
れており、
「MISATO TONE」
と呼ばれる色でコーディ
ネートされた住棟が見える。

WE B U R P R E S S

「UR PRESS」
オンライン版で、パソ
コンやスマホからドローンで撮影し
たみさと団地の動画
がご覧いただけます。
（2018年4月末まで）

な
気
元
みさと団地に 行ってみた！
16

48

ろいろな企画を仕掛け

街として、これからい

になっています。商店

うと、気持ちがひとつ

んなが心機一転頑張ろ

呼び込もう、組合のみ

街に団地のお客さんを

機ととらえ、再び商店

回のスーパー出店を好

化も進んでいます。今

した。団地住民の高齢

客足は落ち込んでいま

退してから、商店街の

ングセットを提供、月 回は夜の

平日の朝にワンプレートのモーニ

タルを行っています。カフェでは

イベントの開催、スペースのレン

が、主にコミュニティーカフェと

目標です。まだ始めたばかりです

れる空間をつくるのが、私たちの

「多世代の方が、みんな笑顔にな

営に乗り出した。

に参加したご縁で、このお店の運

んが、団地で開催されたイベント

表理事として活動する吉川真由さ

ママ起業家を応援するＮＰＯの代

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人GCW。 女 性 起 業 家、

昨年 月から運営にあたるのは

ていきたいと考えてい
居酒屋も始めました」

「じつはスーパーが撤

るところです」

11

ら、みさと団地センタ

ある商店街を眺めなが

活気を取り戻しつつ
毎週火曜の午後は
「キッズカフェ」

里子さんも子どもを持つママだ。

吉川さんと、スタッフの山田絵

には、親子連れから高齢者までさ

関根さんが営む自転車店の並び
うな企画も考えているという。

が、ここに来て気分転換できるよ

杯で外に出て来られないママたち

ですね」と吉川さん。そんな話を

まざまな年代の人が足を運ぶお店

い

「ひとり暮らしの高齢者と子ども

き

な

がある。みさと団地の新たなコミ
あ

に加わったのが、子ども向けの映

団地に住むさまざまな年代の

さん含め 人近い参加者があり、

はじめて開催したのですが、親御

の会長を務めるのは小橋恒夫さん。

昨年３月からみさと団地自治会

もたちに発表の場を設けたり、子

「例えば夏祭りの催しとして子ど

んなで知恵を絞っているという。

るようにと、会長はじめ役員のみ

トが団地の皆さんの交流の場にな

自治会活動を盛り上げ、イベン

とても喜ばれました」と小橋会長。

80

月下旬の夏祭り、 月の地球市

新しいイベントも企画
自治会の存在感アップ

いく。

人々が、ここで出会い、交差して

ーンが設置されたのを機に、昨年

「改修された集会所に大型スクリ

伺っていると、
「 今夜は居酒屋の
時 か ら で す よ ～」

6

と笑顔で返す吉川さん。

き に 来 た。
「

画鑑賞会だ。

」だ。
mi akinai

み

たちがふれあう機会もつくりたい

時間を設けている。子育てに手一

物やお菓子持参でおしゃべりする

の面倒を見てもらいながら、飲み

にスペースを開放。ここで子ども

と称して、子ども連れのママたち

はげむ

ーモール協同組合理事

1

ュニティー活動拠点「みさとのお

多世代が集い
笑顔になれる場所

長の関根 励さんはこう語った。

昨年12月にはセンターモールの広場にクリスマスマルシェも登場。

日だね」と高齢の男性が店をのぞ

みせ

＊

pi

p

イルビフ

みさと

火起こしグッズを紹介
するなど、団地の防災
イベントにも協力して
いる。

どもたちにもボランティアをして

10

民フェスタ、バス旅行といった自

埼玉県三郷市彦成4-4-17 みさと団地南商店街104 ☎048-951-4949
営 11～19時
（平日）
、10～20時
（土曜）
、10～19時
（日曜）
㊡月曜、隔週火曜

もらうなどして、参加者を増やす

7

治会のイベントに、昨年から新た

工夫をしています。また、皆さん
に満足いただけるよう、抽選会の
景品も豪華にしているんですよ 」
と副会長の石田和幸さんが言う。

NPOと自治会が
協力して団地を見守る
元自治会会長の海瀬正一さんは、
現在ＮＰＯ法人いきいきネットの
代表理事だ。
このＮＰＯは 年前、三郷市と

で運営している。これは三郷市に

ン・いきいき」をセンターモール

れあい・見守り拠点「ほっとサロ

URが協力して立ち上げた地域ふ

6

1974年から中央商店街で
自転車店を営んでいる関根
励さん。センターモール協
同組合理事長を40年以上
務めている。
「妻から、サラリーマン時代より笑顔が増え
たと言われる」
と笑う堀之内健一朗さん。

が示す通り、火に特化したユニークなアウトドア専門店だ。
「とにかく焚き火が大好きなんです」
と言うオーナーの堀
之内健一朗さんは、脱サラして2016年10月、みさと団地
南商店街
「グレンタ」
にこの店を開いた。
店内には、持ち運びができるキャンプ用の薪ストーブが
ずらりと並び、焚き火台やランタン、ケトルから、カシや
クヌギなど樹種と乾燥の度合いが異なるさまざまな薪まで、
見ているだけでワクワクするものがそろっている。
昨年秋にはもう1店舗借りて、そちらは実際に火を燃や
すデモンストレーションのスペースに。
「長い人は7時間
もいました」
と堀之内さんが言うように、誰もがここに来
るとついつい長居してしまう。みさと団地の一角で、強い
個性を放っている店だ。
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iLbf

1

全国でも珍しい
焚き火専門店を発見！
ck u

the bonfire（私は焚き火が好き）
」
の頭文字から取った店名
静岡や栃木など県外からの来店者も多い
「iLbf」
。
「I love

「みさとのおみせmi＊aki
nai」を運営する吉川真由
さん
（右）
と山田絵里子さん。
mi＊akinaiは2店舗分のス
ペースを借りており、片方
のスペースには、ここで小
さな商いを行う個人商店用
の棚を用意している。

上／団地自治会のメンバー。左から、元会長
で、現在はNPOの代表理事を務める海瀬正
一さん。現会長の小橋恒夫さん、副会長の石
田和幸さん。右端は、活動を支援するURの
団地マネージャーの大久保有美子。
左／自治会最大のイベント、夏祭り。

団地を愛する皆さんの熱いタッ

ここは子育て世代を意識したエ

力しながら、快適に暮らし続けら

は重なる部分が多く、お互いに協

「団地自治会とこのＮＰＯの活動

暮らすための支援を続けている。

ディネートした。そのオシャレな

がコラボし、イケアが内装をコー

デンの家具メーカーイケアとＵＲ

コーディネート住宅だ。スウェー

に満室が続いている。

部屋は若い世代に人気が高く、常

瀬さんが説明する。

みんなの支え合いにつながればう

育て・子育ち支援を活動の柱に、

ＮＰＯ法人MiKOねっとは子

物も豊富で、景色は変化に富んで

物と建物の間隔が広く、木々や植

みさと団地はとにかく広い。建

れしい」と話していた。

南地区の集会所を利用して、小学

いる。緑豊かな大きな公園に包ま

子どもから高齢者まで
支え合いの輪が広がる

生の放課後子ども広場や、高齢者

れているような雰囲気だ。
その団地には赤ちゃんから高齢

の生きがい講座などを開催。みさ
と団地北地区でも、高齢者のサロ

高齢者もつながって、そのネット

域の子どもたちを中心に、大人も

代表理事の工藤トモさんは「地

そんな団地の可能性を感じさせる、

い、寄り添って暮らしていける。

住んでいるからこそ、皆で支え合

んでいる。多世代の大勢の人々が

者まで、さまざまな年代の人が住

ワークが広がるようなお手伝いが

元気なみさと団地だ。

ン事業を始めている。

できれば」と活動を説明してくれ
た。
「夫を亡くしたことをきっかけに、
仲間を募って助け合いの会を始め
たんです」と話すのは、ＮＰＯ法
ぼ うご し

人ささえあいの会みさとクローバ
ー理事長の防越紀子さん。病院の
送り迎えや買い物代行、子育て支
援など、会員制の支え合い活動は
時間７００円。サロン活動も活
発で、介護予防サロンとして麻雀
や将棋、会食などを定期的に開催、
特に麻雀は大人気だという。
自身もみさと団地に住んでいる
防越さん。
「 次々と企画を考える
のは大変ですが、こういう活動が

p

pi

さと

pi

p

2
「1杯のコーヒーとともに、ここでゆったりした時間を過

香りの郷

グに期待が寄せられている。

南商店街は
落ち着いた空間
新三郷駅に最も近いみさと団地
の南地区は、外壁修繕や耐震改修
工事が完了し、４年前には商店街
も「グレンタ」と名づけられ生ま
れ変わった。「グレンタ」とはス
ウェーデン語で「森の中の小さな
広場」という意味。その名の雰囲
気を感じさせるように、芝生の広
場を囲んでL字形に並んだ商店街

はじめてできた高齢者交流サロン
リアで、子育て支援ＮＰＯ「Ｍｉ

は、モダンでオシャレ。
で、高齢者が安心して集まれる場

ー」
、小規模保育園「ニチイキッ

「 ささえあいの会みさとクローバ

海瀬さんたちのＮＰＯではこの
ズ新三郷保育園」と、集会所が集
それらの施設が入っている二つ

ほか、５００円で行う日常生活支
会所での映画会などの活動を通し
の棟の 階にある 戸は、イケア

まっている。

て、高齢者が安心して生き生きと

援サービス、高齢者の見守り、集

り、マスコミの取材も多い。

ＫＯねっと 」
、多世代交流ＮＰＯ

落ち着いたシンプル
な内装。

所として高い信頼と評価を得てお

三郷市彦成4-4-17 みさと団地南商店街
☎048-934-5414 営 9～18時
㊡月曜
（祝日は営業、翌日休み）
、毎月最終日曜

れる団地を目指しています」と海

11

団地の南地区、テニスコートがあった一角に畑を見つけ
た！
「シェア畑みさとだんち ファーマーズガーデン」
はサポー
ト付きのレンタル農園。利用者は２×４メートルの１区画
を借りて農作業を行うのだが、土地を借りるだけの市民農
園とは異なり、ここでは専門スタッフが立てる年間の作付
け計画に沿って、用意された種や苗、農具を使い、野菜づ
くりに取り組むのだ。スタッフによる講習会が行われるの
で、利用者ははじめてでも安心して野菜づくりを楽しむこ
とができる。
「春から夏にはミニトマトやきゅうりなど、年間を通して
15品目以上の野菜が収穫できます。親子で参加される方
も多く、仕事帰りに畑に立ち寄って、夕飯用に野菜を収穫
される方もいますよ」
と農園スタッフの小川友明さん。
広い空間をもつ団地ならではの新たな試みに、共感の輪
が広がっている。

シェア畑みさとだんち
ファーマーズガーデン

3

みさと

１杯のコーヒーで
ほっとする時間をどうぞ
左／NPO法人ささえあいの会みさとクローバーの防越
紀子さんと、大人気の麻雀サロン。
下／南商店街
「グレンタ」
にある
「四丁目のクローバー交
流サロン」
。
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2

みさと

団地の中の畑で
誰でもファーマーに
ck u

1

上／子育て支援NPO
「MiKOねっと」の事務所がグレン
タにある。代表理事の工藤トモさん
（中央）
とスタッフ。
左／南商店街
「グレンタ」
。2階が若い世代に大人気のイ
ケアコーディネート住宅だ。
家族で野菜づくりを楽しむ人が多い。団地外の人も利用
できるが、団地住民は利用料が割り引きになる。
芋煮会など季節のイベ
ントも開催され、参加
者に好評だ。

店街
「グレンタ」
にあるカフェ
「香りの郷」
のオーナー山口美
香さん。
カフェをやってみたいと物件を探しているときに、偶然
この団地と出会った山口さん。それまで団地との縁はなか
ったが、今では住まいもみさと団地においた。
大好きなコーヒーのおいしさにこだわり、注文を受けて
から豆を挽き、淹れたてを提供している。お客さんは団地
の方が多く、年配の方もよくいらっしゃる。そんなお客さ
んとのおしゃべりが楽しいと山口さん。
ランチはナポリタンなど数種あり、スープとサラダ付き
で750円。静かな空間で落ち着いた時間を過ごせるカフェだ。
ランチのナポリタンスパゲティ。カフェメニューもいろいろある。

ck u

ごしてもらえればうれしい」
と話すのは、みさと団地南商

シェア畑農園運営事務局
☎0120-936-466

ＵＲの
まちづくり
最前線

二葉の里土地区画整理事業、関連公共施設整備

上空から眺めた広島駅周辺。駅北側だけでなく、南側も再開発が進んでいる。写真協力：大林・広成JV
（撮影：㈱西日本写房）

広島県広島市

生まれ変わった広島駅周辺が
新たなにぎわいのまちになる
広島県の陸の玄関口であるJR広島駅周辺が、大きな変貌を遂げている。
駅の南北を貫く広くて明るい自由通路が完成し、新幹線口には
ペデストリアンデッキと広場、そして新たなまち
「二葉の里」
が誕生して、
人の流れが変わってきた。そのにぎわいを生む現場にURがいる。

いまちづくりを目指して計画を策定。
URは 年に施行者として新幹線口に隣

た人たちが、新しくなったペデストリア

「お盆や年末に故郷の広島駅に帰ってき
して地権者に返す事業。大部分が国有地

状を整え、道路や下水、公園などを整備

した。土地区画整理事業とは、土地の形

接した二葉の里土地区画整理事業に着手

ンデッキから広場を眺めて、
『うわぁー、
だったこの事業は、 年に完了した。

現在、この二葉の里には広島テレビを

だけでは、これだけ短期間で事業を完成

Ｒ広島駅周辺だ。かつて駅北側の新幹線

はじめ地元企業の本社ビル、病院や専門

今回紹介するURのまちづくりの舞台

口の先には国や国鉄の官舎、鉄道病院や

学校などが建ち、IKEAも出店を予定。

日本、UＲは、広島の玄関口にふさわし

中国財務局、広島県、広島市、ＪＲ西

爆から生き残った歴史ある寺社が集まっ

「ここから二葉山のふもと一帯には、原

特に夜間の架橋や舗装工事などのとき

などにも工事の計画を伝え、何カ月も前

話し合い、歴史ある寺社をめぐる散歩道

には、どんな事態にも対応できるよう体

ています。地元の方々とワークショップ

と公園を整備しました。地元の皆さんに

制を整えた。
「じつはURが広島で都市再生の仕事を
させてもらうのは初めてのこと。広島市
やＪＲ西日本との信頼関係にもとづくパ

デッキを設置、そして駅の南北をつなぐ

新幹線口広場を整備し、ペデストリアン

連公共施設整備に着手。二葉の里に続く

次にURは広島市からの受託による関

ます。それぞれの得意な分野で連携しな

た大規模プロジェクトのノウハウがあり

意ですが、URさんにはこれまで手がけ

島市の黒岩さんは、
「市は公共事業は得

めることができた」と吉江が言えば、広

ートナーシップがあってこそ、工事を進

広島駅自由通路を整備する事業だ。これ

がら、スムーズに事業を進めることがで
きました」と振り返る。
工事は順調に進み、昨年 月末に三つ

緊密に連携しながら工事は進んだ。

通路はJR西日本に工事委託し、三者が

ッキと新幹線口広場の施工を担当。自由

だいたとき、これまでの努力が報われた

それにURの三者でやろうと言っていた

「完成記念式典を広島市とJR西日本、

の施設は完成した。

ここでURはおもにペデストリアンデ

「広島市が設計した図面をもとに、施工

と素直にうれしかったです」と吉江。

とに三者で打ち合わせを重ね、ジグソー

定例ミーティングはもちろん、事あるご

いる。二つのエリアが刺激しあって、周

結ぶ「楕円形の都心づくり」を構想して

町、八丁堀地区と広島駅周辺の カ所を

広島市は古くからの中心地である紙屋

パズルのピースをはめていくように、一

辺のまちを巻き込みながら、広島市がま

にできないため、一晩で架橋工事を完了

キの橋の部分は、道路を長時間通行止め

めに意義のある大切なURの仕事なのだ。

いを生み出すことは、広島市の未来のた

その実現に向けて広島駅周辺ににぎわ

すます発展することが目標だ。

しなくてはならない。地元や交通事業者

幹線道路をまたぐペデストリアンデッ

つひとつの作業を進めていきました」

を重ねながら工事を進めます。週 回の

計画を立て、広島市、JR西日本と調整

10

力して行った。

は広島市、JR西日本とURの三者が協

三者が緊密に連携し
駅のにぎわいを創出

のイベントも開催されている。

も好評です」と吉江。公園では地元主催

から準備を整えた。

「二葉の里歴史の散歩道」が整備された。

北側には約７００メートルにわたって

新たな人の流れが生まれ始めた。

事務所があり、２００５（平成 ）年に

させられなかったでしょう」と話す。

いしてよかったと思っています。広島市

んは「全国で実績のあるURさんにお願

広島市道路交通局の技師・黒岩祥太さ

14

は、中四国最大の都市である広島市のＪ

した吉江達也が笑顔でこう話す。

UR広島都市再生事務所で業務を担当

かけます。達成感を感じる瞬間です」

変わったなあ』と驚かれる光景をよく見

劇的に変化した
広島駅新幹線口
10

を開き、どのような公園緑地がよいかを

ったという。

県庁所在地の駅前とは思えない寂しさだ

その一部が更地になってからは、およそ

17

1
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上／
「折鶴」
をはじめ随所に広島らしいデザインが見られ
る自由通路。
右／ペデストリアンデッキから新幹線口広場を眺める。
正面はシェラトングランドホテル広島。
右／広島市道路交通局
の黒岩さんは、
「市民の
皆さんに喜ばれている
のがうれしい」
と話す。
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2

二葉山
左／二葉の里の北側に
ある広島東照宮
（奥）
と、
公園のシンボルである
被爆樹木
「クスノキ」
。

下／公園として整備さ
れた二葉の里歴史の散
歩道。

新しくなった新幹線口広場とペデストリアンデッキ。向かって右側には高速バスや広島空港へのリムジンバス、タクシー
乗り場、向かって左側には市営駐車場が整備された。写真協力：大林・広成JV
（撮影：㈱西日本写房）
左／
「広島市さん、JR
西日本さんのパートナ
ーを目指した」と話す
URの吉江。
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右／桜ケ丘東住宅のエントランスに設置されたス
ペインタイルの壁画。女川の伝統芸能である獅子
振りの情景を入居者の皆さんで絵付けしたもの。

のですが、完成したスペースに入

住宅にはぜいたくなように思った

の計画を聞いたときは、災害公営

「最初にコミュニティースペース

実現したものだ。

い」というＵＲ側の思いのもとで

ティー形成に少しでも貢献した

ではなく、住民の方々のコミュニ

これらの配慮は、
「 建てて終わり

が担当した災害公営住宅の特徴だ。

宮城県

式が行われた。高台に建つ桜ケ丘
東住宅のエントランスホールで開
かれた入居式で、女川町の須田善
明町長は「ここからはまちを一望
できるので、完成していく様子、
まちのこれからを一緒に見守って
いただきたい」と入居者の方々へ
語りかけた。
入居者代表として鍵を受け取っ
た阿部金一・みつ子さんご夫妻は、
仮設住宅での生活を経ての入居。
待ちこがれた新生活を前に「自分
から積極的に声をかけて皆さんと
仲良く暮らしていきたいと思って

女川町。東日本大震災で約７割の

女川湾を抱くように広がる
生まれた娘のあさひちゃんは、新

んは家族５人で入居。震災の年に

同じく仮設住宅からの岡利恵さ

います」と声を弾ませた。

住宅が全壊したこのまちは、もと
居のゆったりとしたクローゼット

鹿半島の付け根に位置し、

もと平地が１割にも満たないため、

桜ケ丘東住宅は、ＵＲが女川町

言って喜んでいるそうだ。

今も復興工事の音が響き続ける
で建設を担当した災害公営住宅と

宅の桜ケ丘東住宅が完成し、入居

から寄贈された 本の桜を敷地内

ている。今回は
「女川桜守りの会」

役場に出向いて顔を合わせて話す

日頃から電話やメールで済ませず、

職員は口を揃える。その背景には、

じめ女川町の住宅計画担当のＵＲ

けてもらえます」と佐藤嘉晃をは

疲れさま”といった言葉をよくか

知りになるし、
“ありがとう”
“お

の人との距離も近い。すぐに顔見

「女川の人はあたたかく、町役場

が談笑する姿もあった。

た女川町の職員の方々とＵＲ職員

そこには式典を終えてひと息つい

ペースが設けられているのもＵＲ

ベンチを置いたコミュニティース

各階エレベーター前など数カ所に、

また、屋外広場やエントランス、

ている。

を果たす明かり取り窓が設置され

く、玄関には見守りと採光の役目

しては５カ所目。バルコニーが広

なか、昨年 月 日に災害公営住

事を続けてきた。

を見て、
「ここ、私の部屋！」と

岩手県

山を切り崩しながら造成・建設工

牡

2DKから4LDKまで多様な住戸タイプ52戸で構成される桜ケ丘東住宅。
周囲に溶け込む茶系と白でまとめられている。
2012年から一丸となって復興
事業を進めてきた女川町とUR。
入居式を終えてガッチリ握手す
る須田善明町長
（左）とURの佐
分英治
（右）
。
女川住宅の敷地で行われた植樹会。開花を楽しみ
に、
「神代曙」
という名の桜を植えた。

女川町

「オール女川」パワーで
親睦を深め、復興に励む!

居者が集う様子を見て、つくって

11

Part1

回

12
第

に掲示したのも、親睦を深めても

ンタイルの壁画をエントランス部

方に共同制作してもらったスペイ

事前の入居説明会で入居予定の

女川町の復興はなしえなかったと

のノウハウやアドバイスなしでは

三浦浩技術補佐。経験豊富なＵＲ

と話すのは女川町町民生活課の

ろうと、 万本を目標

なぐ美しいまちをつく

景観を取り戻そう、次の世代につ

ったまちに、みんなの手で豊かな

町では東日本大震災で色がなくな

分英治も参加して植樹した。女川

城・福島震災復興支援本部長の佐

の会の加納純一郎副会長とＵＲ宮

長のあいさつのあと、女川桜守り

に植樹するのが目的。須田善明町

の強さを感じた１日だった。

の職員とＵＲメンバー。その結束

これからも頑張りたいと話す、町

「オール女川」で頑張ってきたし、

だろう。

きたからこその信頼関係があるの

にするための努力を双方で続けて

など、コミュニケーションを円滑

実現した。

にサクラの植樹活動を
続けているのだ。
植樹会の後には「女

が行われた。こちらもＵＲが建設

の午後、女川住宅では桜の植樹会

桜ケ丘東住宅の入居式と同じ日

睦を深めるためのビン

ほか、住民の方々の親

汁や焼きそばの提供の

れ、住民有志による豚

川北区交流会」が開か

を担当した災害公営住宅で、ひと

ゴゲームや出し物も。

豊かな景観を
取り戻したい

10

盛岡市

大槌町

語る。

らいたいというUR側の提案から

よかったと感じています」

25

11

復興の
「今」
を
見に来て!
桜ケ丘東住宅のエレベーターホ
ールからは、今後商業施設など
が建つ予定の沿岸部の造成地と、
その先に広がる女川湾が望める。

足早く昨年７月末に入居式を終え

仙台市

右／阿部金一・みつ子
さん夫妻は女川港から
高速船で約20分の距
離にある出島
（いずし
ま）出身。金一さんは
震災前、出島で漁師を
していた。

上／女川町町民生活課の方々と女川町の住宅担当
のUR職員。女川住宅の前で、左から小畠啓太朗
（UR）
、
大野雄作技師
（女川町）
、
三浦浩技術補佐
（女
川町）
、佐藤嘉晃
（UR）
、山本賢三技術補佐
（女川
町）
、鈴木隆一
（UR）
。
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福島市

福島県

女川町
宮城県

上／4LDKタイプに入
居予定の岡利恵さんと
あさひちゃん。

きた。それが厳しい設定もクリア
できた鍵になったように思いま

槌町。沖合にはＮＨＫの人

手県の沿岸部に位置する大
いまちづくりが進められてきた。

安全かつコンパクトで暮らしやす

約。面積もほぼ半分に縮小して、

岩
形劇『ひょっこりひょうたん島』
２０１７年の 月 日には、町
方地区の市街地整備事業関連工事

ほうらい

のモデルとなったといわれる蓬莱
島が浮かぶこのまちの復興にも、
がすべて完了。 月 日に最後の

じま

ＵＲは力を注いできた。ＵＲが主

30

は、全体を平均で２・２メートル

の主な機能が集中する町方地区で

区の災害公営住宅の建設だ。まち

事業と、２４３戸に及ぶ町内８地

方地区再生のための土地区画整理

に担ったのは中心市街地である町

「今は、スケジュール通りに土地

節目を迎えた。

て引き渡しを終えるという大きな

部で手がけた災害公営住宅もすべ

区切り。これでＵＲが岩手県沿岸

大槌町におけるＵＲの役割はひと

災害公営住宅の引き渡しも終え、

をお返しすることがで
きて、とにかくホッと
しています」と安堵の
表情を見せるのは、市
街地整備を担当したＵ
Ｒ の 村 上 良 介 だ。
「こ
の現場に来て３年にな
りますが、寝ても覚め
ても復興の中にいる生
活でした。日ごとに事
務所から見る景色が変
わっていったのが感慨
深いですね」と話す。
基盤工事を担当した
ＵＲの小出裕之も「町
や県をはじめ、工事関
係者と我々ＵＲが息を
合わせて事業を推進で

名物の新巻き鮭を送るから、と６
年ぶりに来てくれたお客さんもい

んど失ったところからのスタート

は「震災で町の技術系職員をほと

復興局復興推進課の中野智洋課長

こうしたＵＲの働きを、大槌町

仕事に携わってよかった」と語る。

任。
「猛烈に忙しかったが、この

の定年前の決算に」と志望して赴

岩手県出身で、
「 ＵＲ職員として

るのはＵＲの住宅担当の誂子広だ。

トは大きかったと思います」と語

成させ、最短で入居できるメリッ

などのインフラと住宅を同時に完

営住宅の両方を担うことで、道路

「ＵＲが市街地整備事業と災害公

は、佐武が考えたカモ

１階店舗脇の独立壁に

公営住宅を担当した。

佐武亜美は、この災害

目のＵＲの佐藤海斗と

建つ。ともに入社２年

最後の災害公営住宅が

岸部でＵＲが手がけた

そのすぐ側に、岩手沿

が入る復興拠点施設が建設される。

ずに湧水を残し、隣に町立図書館

では、あえてここだけ盛り土をせ

と呼ばれる湧水池だ。今回の工事

化的にも中心地だったのが御社地

震災前の大槌町で歴史的にも文

再生しつつある。

わいは、少しずつ、そして確実に

めた。新しいまちの暮らしとにぎ

新たな家や店が続々と姿を見せ始

造成が終わった町方地区には、

るし、ようやく思ったように仕事

でした。瓦礫撤去を行いながらの

メのモチーフがくりぬ

ができるようになりましたね」

事業で、大規模な土地区画整理事

かれ、印象的だ。

お しゃ ち

業や公営住宅建設の実績があるＵ

「待ち合わせスポット

あつらご

Ｒさんの協力を得られ、安心感が

として、住民の方に長

した。お歳暮に大槌町

年９月に店を再開しま

「仮設に６年いて、昨

さんは感慨深げに語る。

鮮魚店」の佐々木定伸

く店を開いた「ひびき

御社地近くでいち早

かい と

ありました。信頼関係を築き、町

く愛されるとうれしい

理想のまちづくりに
それぞれが奮闘

かさ上げし、旧市街地を山側に集

15

の意思を汲み取っていただいたこ

す」と肩をなでおろす。

11

御社地の目の前で営業
を再開した
「ひびき鮮
魚店」
の皆さん。
2代目店主の佐々木定
伸さんを中心に、
「家
族みんなでお店を再開
できて、本当にうれし
い」と80歳のお母様も
元気に接客中。

大槌町

御社地をにぎわいの中心に
して広がる、新しい大槌町
の町方地区。家や商店も
続々と建ち始めている。

12

です」と笑顔を見せる。

「町としては、これからに
ぎわいと生業の再生に努め
ていきたい」と語る大槌町
復興局復興推進課の中野智
洋課長。
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阿部民子=文、青木登=撮影
UR PRESS vol.52
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UR大槌復興支援事務所の前で、左から佐藤海斗、誂子広、村上良介、小出裕之、佐武亜美。

とも大きかった」とその労をねぎ
らう。

大槌町の歴史的、文化的ランドマークだった御社地を再生。池のほとりには、全国でも珍しい純木造３階建ての
図書館や多目的ホールが入った施設を町が建設中
（４月にオープン予定）
。左には御社地町営住宅が建つ。

第

12

回

Part2

節目の日を迎え
新たな生活のステージへ
復興の
「今」
を
見に来て!
岩手県

地元の木材を使い、雁
木や瓦屋根を取り入れ
るなど、周辺の家々に
なじむデザインになっ
ている御社地町営住宅。

店舗脇の独立壁に、大
槌町のシンボル、カモ
メのモチーフをあしら
うアイデアは、入社2
年目のUR職員の佐武
亜美によるもの。

プロが指南！ 防 災 グッズ の 新 常 識 3
文・写真

在宅避難に必要なものは、電気・ガス・水道などのライフラインが使えなくなり、お店で食品や日用品の
購入ができなくなった場合に、生活を継続するためのアイテムです。毛布や着替えはある物を使えばよい
ため、特別な防災用品の準備は不要です。

非常用トイレ

マンションにおける最重要品、1 人 1 日 5 回分を目安に準備。袋を
便器にかぶせ凝固剤を入れるタイプが手頃。

水

1 人 1 日 3ℓが目安。普段飲んでいるものを多めに買って準備。一
部は水でなくお茶や炭酸水でも構わない。

食料

3 日分程度は非常食を準備、その他は「日常備蓄」でまかなう。カセッ
トコンロがあればたいていの物は食べられる。

カセットコンロ・ガス

加熱調理ができると非常時の生活が楽になる。ボンベ 1 本で 60 分
程度火が使えるので、家族の人数で調整する。

日用品

日用品も防災用ではなく「日常備蓄」をメインに準備。常にストッ
クを持つようにすれば、手間もお金もかからない。

高荷智也（ソナエルワークス代表）

vol.

避難所へ行かない
「在宅避難」の準備

大

地震などの災害発生時、必ず避難所へ
行かなければならないと考えていませ

んか？ じつは全国的に避難所の数や行政が
準備する備蓄品は不足気味で、災害時に避難
所へ入れる人数は全体の数割に過ぎません。
集合住宅の場合、建物が無事であれば、自宅
での
「在宅避難」
を余儀なくされる方が多数に
なるのです。
たとえ避難所へ入れたとしても、生活環境
は決して良いとはいえません。特に乳幼児や
妊婦、要介護者や高齢者、持病のある方は、
避難所での生活が原因で命を落とすこともあ
ります。災害関連死を防ぐためにも、避難所
へ行かずに自宅で生活するための準備が不可
欠です。

UR PRESS vol.52

カキわっぱ弁当

石巻は日本有数の漁港で、震災後、新漁港に
建てられた市場は長さ1,200メートル。日本
一を誇ります。特に石巻のカキ生産量は県内
トップ。加熱調理もいいですが、生で食べる
のにほどよいサイズで、身が引き締まってい
て味は格別です。

文・写真

の

手入れしやすい塗りの曲げ
わっぱ弁当箱を最近購入！

るセリ鍋はいたってシンプル。
鶏、鴨などのだしでセリをさ
っと煮て食べるのですが、主
役は根っこ。これがなければ
セリ鍋とは言えません。
カキフライに添えた柴漬け
タルタルは、板前の頃にまか
ないで作りました。先輩に褒
められてうれしかった思い出
があります。

❶フッ素加工のフライパン
にカキを並べて素焼きにす
る。両面に焼き色がついた
ら醤油を回しかけ、カキだ
け取り出す。
❷フライパンに残った醤油
とおこげにバターをとかし、
ごはんを入れてほぐしなが
ら炒める。カキのうまみを
ごはんにうつす。
❸ごはんがほぐれたらセリ
を混ぜ入れてサッと炒め、
器に盛り付けたら仕上げに
カキをのせる。

男子弁当

カキとセリの焼きめし

ススメ！

ブロッコリーの白だし漬け

寒

さが増しておいしくな
る魚介類。その中でも

丸十
（さつまいも）
の生ハム巻き

宮城県でこの時季ならではの

マッシュしたゆで卵に、刻
んだ柴漬けと大葉、マヨネ
ーズを混ぜて、隠し味にわ
さびを少々。

ものといえばカキです。今回
は曲げわっぱ弁当箱にカキフ
ライとカキ飯を詰めた「カキ
わっぱ弁当」
を作りました。

プチトマト

「備える.jp」
http://sonaeru.jp

カキと合わせたセリも仙台
では有名な食材です。冬にお
店や家庭でよく食べられてい

カキフライの
柴漬けタルタル

雪菜の煮びたし

30

「備え・防災は日本のライフスタ
イル」をテーマに、自身が運営
するWebサイト、各種メディ
アやセミナーを通じて防災を解
説するフリーのアドバイザー。

備蓄食料は2種類。まず火を使わずに食べられる
「非
常食」を3日分準備。加えて、普段食べているもの
を多めに買い、なくなったら足す
「日常備蓄」
で、合
計1週間分を準備します。

3

文・写真

たかにともや

在宅避難で最も重要な備蓄が非常用トイレ。大地震
の際、マンションや集合住宅は配管の点検が終わる
まで下水を流せない場合があるため、1週間分以上
のセットを準備します。

四季の寄せ植え

ベランダで
楽しむ

Flower pot arrangement

黒田健太郎

壁掛けで楽しむ
白いビオラと
シルバーの葉物
ハ 間を利用して立体的に寄せ植えを飾ることがで

ンギング用のプランターを使えば、限られた空

きます。玄関先でもベランダでも好きな場所に簡単に
移動させることができ、
「庭がないから……」
と園芸を
あきらめていた人にこそ、おすすめです。今回使った
スリットバスケットは、側面のスリット
（切り込み）
を
通すように苗を植えるだけで、簡単に壁掛けスタイル
を楽しむことができます。
寄せ植えで、背丈や株姿が異なる花を合わせるのは
けっこう難しいので、今回のように１種類の花（ビオ
ラだけ）で始めてみるのもおすすめです。生長もその
後の管理も一緒ですから、手入れが簡単で失敗も少な
いと思います。
地面から高い位置へと飾り方を変えるだけで、見慣
れた草花の新しい魅力が発見できますよ。

手順
スリットの上部から苗を挟み込んで
植えたい位置まで引き下げます

1

高さ2㎝ほど鉢底石を入れ、その上に市販の培
養土を1〜2㎝程度入れる。元肥を培養土に混
ぜ込む。

2

花の向きや枝の流れを
見て、スリットの上部
から苗の株元を挟み込
み、植えたい場所まで
引き下げる。真ん中の
スリットに２苗、それ
以外のスリットに１苗
を植えたら、苗の隙間
に培養土を入れる。

7

3
4

2 と同様に、さらに1ポットずつ植えて培養土
を入れる。

配置図
鉢のサイズ
幅25㎝、奥行き17㎝、
高さ23㎝

C
A

手順 3
手順 2

B

1975年、山形県米沢市生まれ。現在は
宮城県在住。
「幸せ料理研究家」
としてテ
レビや雑誌で活躍。
『こうちゃんの簡単
料理レシピ』
（宝島社）シリーズは230万
部を超えるダブルミリオンセラーに。

くろだけんたろう

ブログ
「こうちゃんの簡単料理レシピ」
http://ameblo.jp/wanwan2005/

フローラ黒田園芸
http://florakurodaengei.com/

埼玉県生まれ。園芸店
「フローラ黒田園芸」
勤務。
自由な発想が生み出す洗練されたスタイルの寄
せ植えが熱く支持されている。
『12ヶ月の寄せ
植えレシピ』
（グラフィック社）
ほか著書多数。

C

B

B
A

A
A

A
D

上部の苗は、中央を高く左右両端が低くなるよ
う植え込むと、丸く美しい形に仕上がる。植え
るときに、先に植えた苗の根が邪魔な場合は、
根鉢を少し左右にずらせばよい。

相田幸二

A

A

C

A
A
E

B

主役のビオラ（9株）
を全体に配置し、そ
の間にハゴロモジャ
スミン、シロタエギ
ク、オレアリアなど
葉の美しい植物を配
しています。枝の長
いハゴロモジャスミ
ンを下中央に置くこ
とで優雅な流れを表
現します。

A ビオラ×9

D オレアリア・
プラチナム×1

B シロタエギク・
ニュールック×4

E プラティーナ×1

C ハゴロモジャスミン・
ミルキーウェイ×3
UR PRESS vol.52
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CROSSWORD PUZZLE&PRESENT

UR都市機構からのお知らせ

プレゼント付きクロスワードパズル

ヨコのカギ

SYMPOSIUM
地方都市再生を考える
リレーシンポジウムを開催
年11月15日水に浜離宮朝日ホール
（東

当日は地方都市再生に関する最近の取り組み

京都中央区）で、今年1月22日月にアク

や、URがこれまで手がけた地区の実例などを

ロス福岡
（福岡市中央区）
で、
「地方都市再生を

紹介。パネルディスカッションでは
「新しい時

考えるリレーシンポジウム」
を開催しました。

代の再開発はありえるか?!」
をテーマに、3名の

昨

これは地方都市再生に向けた課題や今後の方

パネリストたちによる活発な議論が展開されま

向性を、シンポジウムにご参加いただいた公共

した。

団体や民間事業者の皆さまと共有し、地方都市

このシンポジウムはリレー形式で開催してお

再生のさらなる推進を図ることが目的です。

り、5月には札幌市で開かれる予定です。

東京会場でのパネルディスカッション。

PHOTO&SKETCHING
UR賃貸住宅「暮らしと。」
・東日本大震災復興 フォト＆スケッチ展2017
入賞作品結果発表
Rでは
「UR賃貸住宅

Ｕ 『暮らしと。』フォト

1

1 「緑」や「紅」や「番」のある飲みもの
2 ――のストライク、見逃し三振してしまった
3 地球上の３割ほどはこちら
4 南蛮――の珍しい品々
5 ――暖房の部屋なので足元からポカポカ
6 目玉焼きやパンケーキなどを作るのに使う鍋
8 本当にあったんです、ノンフィクションです
11 我が家では、私が毎朝ゴミを捨てる――なんです
12 煮物をするのに使います。直径は鍋の内径より小さい
13 音声――に従って機械の設定をした
15 ささいな言い争いから――になってしまった
17 打者が持って打席に立ちます
19 元素記号はＳ
21 社会的なポジション
23 昨日の嵐で、海は――のままだ
24 煮たり焼いたりしていない

タテのカギ

日本大震災 復興フォト＆

暮らしと。
フォト大賞

スケッチ展2017」を開催。

「大大大大家族」
団地景観 フォト大賞
中川有子さん
新下関団地
「夕景」
女池智恵さん
（山口県）
北砂五丁目団地
（東京都）

全国から多数のご応募をい
ただきました。ここに大賞
受賞作品をご紹介します。
URのHPでも入賞作品を

復興の歩み 大賞
（フォト）
「再会」
三浦玲華さん
宮城県仙台市

復興の歩み
大賞
（スケッチ）

ご覧いただくことができま
す。力作をぜひご覧くださ

「共に歩む」
久保安加莉さん
宮城県石巻市

い。

12

1 酔っぱらって――足で歩く
4 世界三大珍味の１つとされるキノコ
7 イノシシの肉の別名。潮を吹くわけじゃないです
9 タマゴを割ったら残るもの
10 ――でもう一皿注文しよう
12 2017年11月25日に入居式が行われた、

暮らしと。スケッチ大賞

14 頭にお皿があるという
16 人も建物もいっぱい
17 坊主頭にするときに使ったり
18 首都はベルリン
20 まだらのこと
22 イタズラ小僧が掘った――に
25
26

暮らしと。入賞作品
http://www.ur-net.go.jp/urbandesign/
sumit/contest2017/result/index.html

B
21

3

13

From Editors

8

10

団地内の店舗は入りづらい印象かもしれ
ません。でも、一度足を踏み入れてもらえ
ば、団地ならではの温かさ、居心地の良さ
を感じていただけるはず。今回ご紹介しき
れなかった素敵なお店はまだたくさんあり
ます。ぜひお気に入りを見つけてくださ
い！
（UR都市機構・広報担当AF）

「UR PRESS」オンライン版も
お楽しみください！
「UR PRESS」
はパソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。巻
頭インタビューや記事のオリジナル動画なども掲載しています。ぜひご
覧ください。

UR PRESS

で 検索

http://www.ur-net.go.jp/publication/web-urpress/
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A
11

5

9

14

6

C

E
A

D

1

PRESENT
え

特別純米酒 墨廼江
２名様
江戸時代に伊達藩や南部藩
などの米の集積地として栄
えた港町、石巻。この地で
つくられたキレのよい淡麗
の味わいが特徴の純米酒
（720㎖）
です。冷やでもお
燗でも！

ハ ワD イ

24

26

ツ メ カA エ

17

ト イ シ

イ

タ マ

16

20

ハ ネ ダ

12

21

キE ズ ナ

13

オ チ ボ

4

カ ミ ン

5

イ ノC シ シ

6

ワ リ

オ

18

ハ シ

11

25

19

14

22

ミ ドB リ

23

27

コ メ ジ ル シ

15

D

E

2

3

さんま＆銀鮭そぼろセット
３名様
本誌25ページで紹介して
いる女川町産のさんまと銀
鮭のそぼろ。いずれもしょ
うゆ味ベースでやや甘め。
ごはんとよく合い、魚が苦
手な子どもでも食べられる
と人気のそぼろです。

金華さば
３名様

4

石巻魚市場で水揚げされた
旬の新鮮な鯖を生のまま
「フレッシュパック製法」
で
墨廼江と並んで石巻が誇る、 詰め、うまみを閉じ込めた
もうひとつの日本酒。酒づ
水煮缶を3つセットで。脂
くりに適した水に恵まれた
のノリも抜群です。
清水町で丁寧につくられ続
けています。しっとりとし
たうまみが魅力の純米酒
●応募方法
（720㎖）
です。

本誌付属の応募はがきに、クロスワードパズルの
答えと希望プレゼント番号、必要事項をご記入の
上、郵送してください。
※応募はがきに記載の2次元バーコードからもご応募いただけます。

シ モ ン

9

C

純米酒 日高見
２名様

E

2

10

B

プレゼント＆応募方法

ひ たか み

ナ ナ メ ヨ ミ

エ ビ

26

24

PRESENT

1

3

23

15

すみ の

カ ド ノ ワ キ

8

22

17

PRESENT

51号の解答
7

18

C

PRESENT

B

25

クロスワードパズルを解いて、プレゼントにご応募ください。

まんまと引っかかっちゃった
空で輝きます。
地球はこの周りを公転しています
盤上を跳んで移動する将棋のコマ

A

20

2

団地景観 スケッチ大賞

復興の歩み入賞作品
http://www.ur-net.go.jp/fukkou-photosketch/
contest2017/result/index.html

16

D

「楽しいワクワクUR」
山口結衣さん
「ワンダーランド」
大内 響さん
幕張ベイタウン パティオス七番街
（千葉県） 館ケ丘団地
（東京都）

「UR PRESS」53号は
2018年4月末発行予定です。

7

宮城県――町桜ケ丘東住宅

＆スケッチ展2017」
と、
「東

次号のお知らせ

パズル制作 ニコリ

●応募締め切り
2018年4月30日月（当日消印有効）
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※お酒のご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
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