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Special Interview 未来を照らす 

大勢で「いただきます」

栗原心平

さん 料理家

お
かしな好みだと思うが、大勢で食べる昼ごはんが私はたいへん

好きだ。理由は、おそらく私の仕事の基本単位がひとりだから

だろう。仕事場にひとり。ひとりで昼ごはんを食べることをさ

みしいと思ったことはないし、むしろ、ひとりでさっとすませたほうがら

くだ。だから、大勢で食べる昼ごはんが好き、というのは、現実に大勢で

ごはんを食べたい、という願望とは違う「好き」なのである。

高校を卒業するまでは、大勢の昼ごはんが日常だった。それについて好

きも嫌いもなかった。

大学を卒業後、一年だけ一般企業でアルバイトをした。お昼になると、

仲のいいアルバイト仲間でいっしょにお昼ごはんを食べた。会社の会議室

や、ときには近所の食堂にいって。仲間といっても大勢ではなくて、五、

六人だったけれど、それでもそれを「大勢の昼ごはん」と感じるくらいに、

ルバイトをやめて、もの書き生活に入ると、数人で昼ごはんを

食べるという機会がぱたりとなくなる。仕事相手の人と食べる

そういう機会が減りつつあることを実感していた。

ア
ことはある、友人と食べることはある、でも、何人もで同時に

「いただきます」と箸をとるようなことは、まず、ない。そして現在へと

31

到るわけだが、私はときおり、大勢の昼ごはん図をぼうっと思い描いてい

復興を支えた人への感謝の記念碑が建立 宮城県女川町

るときがある。アルバイトしていた会社の殺風景な会議室とか、わざわざ

台風被災からの復興の土台づくりをサポート 岩手県岩泉町

いくつかの机をくっつけていた中学生のときとか、林間学校の広い食堂と

復興の
「今」
を見に来て！

カレーのにおいとかを、ぼんやり思い描き、
「ああ、いいなあ」と思う。
「好

27

きだなあ」と思う。

内田防災公園
（愛知県犬山市）

んな私の日々でも、ごくまれに、数人で昼ごはんの機会が訪れ

ＵＲのまち あのまち・このまち・歩いてみよう！ その

ることもある。取材の旅である。取材の旅は最少人数がたいて

25

そ
い三人（編集者とカメラマンと書き手）だが、そこに、現地コ

団地にＩｏＴ+ＡＩがやってきた！

ーディネーターとか、広告代理店の人とか、スポンサー的な人とか、海外

2030年、未来の住まいはこうなっている？

だったら通訳などが加わって、大勢になることもある。ふだんだったら初

23

対面の人とともに食事をするのは苦手だが、こういうときの昼ごはんは本

地域の大学と連携 高齢者の健康寿命を延ばし孤立化を防ぐ

当にたのしい。昔が戻ってきたような気がする。若返った気分ということ

大学院生と共に、食を通してあたたかなつながりを
21 千葉県立保健医療大学×UR（千葉県千葉市）

ではない。無自覚に享受していた何かとてもいいものを、もう一度味わい

大学生と高齢者が自然に出会う古くて新しい団地
19 ベルコリーヌ南大沢
（東京都八王子市）

なおしている感覚だ。

子どもの居場所を作りたい「ラーメンこども食堂」
の挑戦
15 多摩平の森
（東京都日野市）

材の旅では当然同じメンバーで夜ごはんも食べ、酒も飲む。現

13 南六郷二丁目団地
（東京都大田区）

実には私はその時間のほうがリラックスできるのだが、好きな

多様な世代がゆるやかにつながる新しいまちを育てていく

取
のは断然昼ごはんで、記憶に残っているのも、夜ごはんではな

多様な世代が行き交う
「まち」
が

「食」
の交流から生まれています
09 浜甲子園団地
（兵庫県西宮市）

くて昼ごはんだ。今は名前も思い出せない仕事相手も含め、大勢で食べた

団地だからできる！

旅先の昼ごはんを思い出すと、同時にものがなしくもなる。そして、そう

特集

か、この場合の「好き」は、失ったものを思う気持ちの別名なのか、と気

07

づく。

一緒に食べると仲良くなれる。
料理を通して、人と人をつなぎたい

ベランダで楽しむ 四季の寄せ植え❾ 黒田健太郎
室内で楽しむ観葉植物の寄せ植え

32

防災グッズの新常識❾ 高荷智也

かくた・みつよ

停電時や避難所で欠かせない熱中症対策
32

まるごと冷凍弁当のキホン❶ MAYA
容器ごと冷凍します！
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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
『大好きな町に用
がある』
（スイッチ・パブリ
ッシング）
。

定食屋さん。
お年寄りも子どもも一緒に
過ごせる場所があって、
関わりが生まれて、それぞれの
居場所になっていくとしたら、
とても素敵なことですね。
イラストレーション

小林マキ
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未来を

一緒に食べると
仲良くなれる。

さん

料理家

料理を通して、
人と人をつなぎたい
栗原心平
料理家であり、会社の代表でもある栗原心平さん。

日曜日のブランチも僕の担当

い？」と声をかけていただいた

から「月刊誌で連載をしてみな

で料理教室をしたり、料理番組

僕が幼稚園の頃から、母は家

多忙な日々のなかでも、料理すること、食べることを大切にし
肩ひじ張らずに楽しんでいるのは、育ったご家庭の影響でしょうか。
一緒においしいものを食べる時間を共有する喜び、
食を通したコミュニケーションの魅力を語ってくれました。

でした。朝のＴＶアニメが見た

こと。 歳の頃です。正直、最

からです。

くて早起きするのですが、家族

をすりおろしてガーゼで絞る、

一番最初に作ったのは、リンゴ

幼稚園の頃でしょうか。たぶん、

料理に興味を持ち始めたのは、

起きてきた父が、庭で飲むアイ

が作っていたのです。ゆっくり

おなかがすいてしまうので、僕

が起きてくるのを待っていたら

約もありますし。でも、父は僕

社と二足のわらじで、時間的制

うか」と葛藤がありました。会

初は「自分がやっていいんだろ

作っていくから、昼には汁を吸

思い出の味は、麻婆春雨。朝に

かしら作り置きがありました。

とが多かったのですが、必ず何

の裏方などで家を留守にするこ

ち上がっちゃう（笑）
。そ れ を

が将来この仕事に就くと思って
の作る料理にはとても厳しかっ

ほぐしながらアツアツのご飯に

スティーを淹れてくれるのも定
料理を仕事にし始めたきっか

たです。褒めてもらえるように

のせて食べるのが大好きでした

リンゴジュースですね。もうひ
て、黒蜜ときなこをかけて。母

けは、僕が料理をする姿を見て

なったのは、最近、 歳過ぎて

って、箸で持ち上げると全部持

に褒められて、お客さんにもよ

いた母の仕事相手の編集者さん

いたようで、子どもの頃から僕

くお出ししていたと思います。

番でした。

料理好きな家族に育まれ
料理家の道へ

照らす
21

Shimpei
Kurihara

とつはわらび餅。溶かして固め

23
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Special
I nt e r v i e w

ね。
父は、いわゆる男の料理を昔
からよく作ります。３キロほど
の肉を、野菜とハーブと塩に１
週間漬け込んでから６時間煮た
手作りコンビーフとか、メチャ
クチャおいしいんですよ。そし
て食事作法にはすごく厳しかっ
たですね。迷い箸やねぶり箸な
ど、何度注意されたかわかりま
せん。あと、好き嫌いは許され

には２種類あると思っています。
ひとつは、料理が上手にならな
いから苦手という方。じつはそ
の原因は、味見をしてないこと
が多いんです。ポイントになる
のがお塩。食材が持つ塩分があ
るし、下味をつける料理だと、
その分量がレシピに含まれてい
なかったりするんですね。だか
ら、塩を入れる前に必ず味見し
て、どのくらい入れればいいか
加減するといいですね。

けに対して「なんでこんなこと

子どもの頃は、そうしたしつ

きながら飲みこんでいました。

ることを心がけています。

子ども扱いせずにきちんと教え

なるには成功体験が大切なので、

いしくないとか。料理を好きに

すよね。家族の好みを考えて献

んでもらうことが根底にありま

家族で食べる楽しみには、喜

塩だったらレシピの３分の２の

ますが、密度が違うので、食卓

せん。僕も中粒の海水塩を使い

料理家の多くは食卓塩を使いま

塩の種類も盲点で、シェフや

言われなきゃいけないのか」と
立に加えてあげると、相手は喜
分量で十分です。そのあたりも

思っていたんですが、いまは自
ぶし、自然と場がなごみます。

分の子どもに同じことを言って

イベントでも家庭でもそうで

すようにしています。

旬のものをできるだけ食卓に出

いものを知ってもらうためにも、

理を作りますが、季節のおいし

趣味的な要素が強くなるといい

ものを作れるのがいいですよね。

とだけ考えて、自分の食べたい

ひとりで作るときは、自分のこ

いろあると思うです。たとえば

料理をする楽しみって、いろ

ているし、そういう気持ちのや

のことだけを考えて料理を作っ

んです。母は、いまもたぶん父

は必ず母にありがとうって言う

うちの両親がそうしていて、父

の気持ちを表現することが大切。

りで、作ってもらう側は、感謝

ければ、褒められますから。褒

つといいですね。それがおいし

をもって作れる料理をひとつ持

も何でもいいので、自分が自信

まずお味噌汁でも焼きりんごで

が嫌いな方ですね。嫌いな方は、

もうひとつのタイプは、料理

気をつけるといいですね。

すが、子どもに教えるときに気
ますか。 歳のときに神戸に単

います。家にいるときは僕が料

を付けているのは、迎合しない

そして、親しき仲にも礼儀あ

ひとりの楽しみ
大勢での楽しみ

なかったので、苦手なものは泣

1978年生まれ。 料理家 栗原はるみの長男。一児の父。
（株）
ゆとりの空間の代表取締役社長。
会社の経営に携わる一方、幼い頃から得意だった料理の腕を活
かし、自身も料理家としてテレビや雑誌などを中心に活躍。仕
事で訪れる全国各地のおいしい料理やお酒をヒントに、ごはん
のおかずやおつまみにもなるレシピを提案している。
2012年8月より料理番組
『男子ごはん』
（テレビ東京系列）
にレ
ギュラー出演中。著書に、
『栗原心平のこべんとう』
（山と溪谷
社）
、
『男子ごはんの本 その10』
（KADOKAWA）
、料理が初め
ての男性でも、お子さんと一緒に楽しんで挑戦できるレシピ本
『栗原心平の とっておき
「パパごはん」
（
』講談社）
がある。
http://instagram.com/shimpei_kurihara

太りました（笑）
。

くりはら・しんぺい

よかったと思います。それが親

いたときに肉汁が出ちゃってお

餃子はちゃんと包まないと、焼

に褒めたりしません。たとえば、

こと。きちんとできていないの

そういう環境もあって、僕も人

食べていたら、あっという間に

になって、好きなものを作って

分のためだけに料理を作る環境

身赴任したんですが、初めて自

ものを食べて、時間を共有する

もいいですし。一緒においしい

方もいるでしょう。僕は、それ

でも、なかには料理が苦手な

なと思います。

りとりって、すごくいいものだ

すよ。

っと最初に親に褒められたのが

ていくものなんです。僕も、き

くなって、だんだん上手になっ

められることで料理が嫌いでな

ちに集まってごはんを食べて、

には、パパ友が毎週のようにう

きる共同作業が多ければ多いほ

るとしたら……みんなが参加で

そういう集いでアドバイスす

くことがあります。誰かが作る

係とか肉係とか分担を決めてお

が、事前にスモーク係とか前菜

バーベキューもいいですね。

が集まることは大好きです。

異業種の人たちと仲良くなりま

どいいのではないでしょうか。

僕はよくキャンプに行くんです

した。集まる場所の問題がある

餃子はおすすめですね。餃子の

ことが大切だと思うんです。

ってないですよね。でも、一緒

かもしれませんが、人が来ると

タネだけ用意しておいて、お客

自分の子どもが幼稚園のとき

にごはんを食べると、一気に距

家もきれいになるし（笑）
、も

さんが来たらみんなで一緒に包

ごはんを一緒に食べると
距離が一気に縮まる

離が縮まります。

っと気軽に集まる機会を増やせ

む。それをホットプレートなど

いですが、その土地のさまざま
な味を知ることで自分の世界が
すごく広がりました。料理って、
たぶん作る技術よりも、食べる
経験値のほうが大事。そうした
記憶の引き出しを増やすことで、
ふとしたときにその味が蘇って、
料理に生きてくることがあるん
です。
地方ではその土地のものを食
べて、土地の人と話すことで、
より深く楽しめますよね。そう
いうふうに、食は人と仲良くな
るため、コミュニケーションを
とるためにとても大事なものだ
と思います。特に大人になると、
なかなか人と仲良くなれる機会

ね。
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んな場をつくっていきたいです

いろんな人と仲良くなれる。そ

て、コミュニケーションをとり、

料理とおいしいお酒で心を開い

料理も欠かせません。おいしい

けにもなる。それにはおいしい

ルだし、心を許す大きなきっか

にいいコミュニケーションツー

いと聞きますが、お酒は絶対的

は、お酒を飲まない若い人が多

み方も提案していきたい。最近

これからはおいしいお酒の飲

のがいいと思います。

して、みんなが参加型で楽しむ

料理を作る楽しさや時間を共有

のを待っているんじゃなくて、

実家は大人数で集まるのが好

るといいですよね。自分で作る

で、ワイワイ焼くのも楽しいで

どのパーティーを開くのが恒例。

「UR PRESS」
オンライン
版で、パソコンやスマー
トフォンから栗原心平さ
んのインタビュー動画が
ご覧いただけます。
（2019年10月末まで）

仕事柄、地方に行くことも多

きで、クリスマスなどは 人ほ

のが大変だったら、持ち寄りで

ど（笑）
。

の策略だったら恐ろしいですけ

23
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団地
だから

多様な世代が
行き交う
「まち」
が
特集
「食」
の交流から
生まれています
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できる！

子育て世代から高齢者まで、
さまざまな年代の
人々が住むまち。
URでは多様な世代が
いきいきと暮らし続けられる、
優しいまちづくりを
進めています。
その中心となるのは
URの団地。
今号では
「食」
に
まつわる活動を中心に、
各地の取り組みを紹介します。

建て替えを機に民間の戸建て住宅やマン
ションを誘致し、魅力あるまちに生まれ
変わった浜甲子園団地。

マンション1階にある
「HAMACO：LIVING」
。
スペースデザインは武庫川女子大の学生たち。
作品の展示・販売ができる
「ちいさな物語BOX」
や簡易キッチンもあり、多様な利用の仕方がで
きる。左下の写真は
「HAMACO：LIVING」の
奥にある、まちのね浜甲子園のオフィス。

多様な世代 が
ゆるやかにつながる
新しいまちを育てていく
浜甲子園団地

サ

ン

ポ

用のトングとゴミ

の日だ。ゴミ拾い

「まちピカ大作戦」

地域の清掃活動

並んでいた。浜甲子園団地は１９

浜甲子園団地の５階建ての住棟が

子園球場の近く。かつてここには

甲子園団地エリアは、西宮市の甲

この清掃活動が行われている浜

や弁当の空き箱な

はたばこの吸い殻

成 年度、部屋の広さや設備が時

だが完成から 年近くたった平

37

代にそぐわなくなり、団地の建て

と、そこにお住まいの人たちで構
成され、近隣にある武庫川女子大
学、もともとあった浜甲子園団地
の自治会、それにＵＲが連携・協
力関係を結んでいる。

手法を取り入れ、
一般社団法人
『ま

思いから、エリアマネジメントの

アの価値向上につなげたいという

まちをつくる。そうしてこのエリ

ニティーを形成し、暮らしやすい

しくやってきた人たちとのコミュ

「団地に住んでいた人たちと、新

まちをつくろうという計画だ。

迎えて、多世代が暮らす魅力ある

ンションを建設し、新たな住民を

間に売却。そこに戸建て住宅やマ

化を図りながら、余った敷地を民

「立ち上げた当初は、週に 回以

の奥河洋介さんが説明する。

オフィスもここにある。事務局長

たスペース。運営を担う事務局の

は誰でも気軽に立ち寄れる開かれ

「ＨＡＭＡＣＯ：ＬＩＶＩＮＧ」

ェ「ＯＳＡＭＰＯ ＢＡＳＥ」だ。

Ｏ：ＬＩＶＩＮＧ」
、それにカフ

ンション１階にある「ＨＡＭＡＣ

した清掃活動のほか、新街区のマ

は、大きく３つある。冒頭で紹介

いコミュニティーづくりの仕掛け

まちのね浜甲子園が進める新し

開かれたリビングル ームで
ゆるやかな交流が生まれる

ちのね浜甲子園』を立ち上げまし

替え事業がスタート。建物の高層

12

兵庫県西宮市
関西を代表する大規模団地である浜甲子園。
１９６２年に完成した建物を建て替え、
民間企業や住んでいる人たちを巻き込んで、

分後、集まったゴミを分別し

しんでいる。

やお友達とおしゃべりしながら楽

どを器用につまみ上げ、お母さん

多様な世代がつながる魅力あるまちづくりを進めている。

新旧の交流を促す
仕掛けをつくる
土曜日の朝９時。前日の雨が上
オ

て袋にまとめ、参加者にはこの広
ス

がった浜甲子園団地広場に、子ど
ー

場 に あ る カ フ ェ「 Ｏ Ｓ Ａ Ｍ Ｐ Ｏ

袋を手にすると、

６２（昭和 ）年に完成、約４５

ＢＡＳＥ」の１００円券が配られ

皆それぞれに歩き

００戸を有する大規模団地だ。

まってきた。今日

出し、子どもたち

て、解散となった。

ベ

もから大人まで 人近い人々が集

30

は月２回行われる

20

一。エリアマネジメントとは、住

こう説明するのはＵＲの松下順

この存在が浸透して、お住まいの

う努めました。今では皆さんにこ

って、とにかく認知してもらうよ

上イベントやワークショップを行

民や事業主などが主体的に地域の

人が自主的に企画するイベントも

２０１６年。新街区のマンション

まちのね浜甲子園のスタートは

にもなっています。子育て中のマ

小学生たちが放課後を過ごす場所

ってくれる人が 人以上いますし、

増えました。毎日ふらりと立ち寄

や戸建て住宅のデベロッパー７社

いく取り組みだ。

課題解決や魅力発信などを行って

た」

1

9
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URの松下はエリマネの会
議にも参加。URも積極的
に関わっていきたいと話す。

35
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上／
「まちピカ大作戦」
に集まった皆さん。
毎月第2・4土曜の朝、エリアの中央を走
る通り
「ブールバール」
周辺のゴミを拾う
活動を続けている。
左／子どもたちも楽しくゴミ拾い。
浜甲子園団地にお住まいの松田悦
一さんは79歳。
「まちピカ大作戦」
で子どもたちがゴミ拾いをしてい
るのを見て、
「健康のためにも、
自分も何かやらないと」
と自主的
にこのエリアの草刈りをするよう
になった。すると、清掃活動に参
加したパパたちが、松田さんが集
めた草を袋にまとめて片付けてい
く。世代を超えたつながりが生ま
れている。

左／昨年10月にまちのね浜甲子園が主催して団地広場で開い
た青空マーケット
「まちのねピクニック」
。
下／まちのね浜甲子園と武庫川女子大学が連携して開いた食育
講座
「健康ランチ交流会」
。
写真提供／まちのね浜甲子園
（2点共）

まちのね浜甲子園事務局長・奥河洋介さんと、
「OSAMPO BASE」
を担当する青山めぐみさん。
「将来的には、この活
動がここに住んでいる人たちだけで自走できるようになることが目標」
と話す。
「OSAMPO BASE」
は自家
製パンとフレッシュな野菜
を中心に、健康を意識した
料理を提供。スタッフとお
客さんとのコミュニケーシ
ョンも円滑だ。

上／浜甲子園団地自治会で開かれた夏祭りの準備会議。奥河さ
んたちも参加。
右／広大な敷地にゆったりと建物を配し、快適な環境をつくっ
ている。

でもありますね」

マたちの情報交換の場
ープン前に入念なリサーチを行っ

「ＯＳＡＭＰＯ ＢＡＳＥ」は、オ

よると、

た。まちのね浜甲子園事務局でカ

トなどを告知するメー
「店の前の道を朝、ウォーキング

新街区の人たちには

ルマガジンを配信し、
しているシニアの方々からは、朝

フェを担当する青山めぐみさんに

団地を含むすべてのエ
開いている店があるとうれしい、

２週間に一度、イベン

リアの掲示板にも案内
という声をいただきました。また、

その結果、開店は朝８時に。メ

を掲出して、情報を発

ご近所付き合いをした
ニューは健康とシンプルをキーワ

健康に気を配っている人が多いこ

いと思って、このマン
ードに、サラダとスープ、さまざ

信している。

ションに引っ越してく
まなトッピングをしたトーストが

ともわかりました」

る人はまずいません。
中心。パンは自家製。動物性の食

「今の時代、積極的に

でもたまたまこのリビ
材は使わず、健康志向のシニアに
店内にはコミュニケーションが

も受け入れられるものにした。

ングで知り合い、そこ
から自然に広がっていくゆるやか
なつながりが、確実に生まれてい

もちろんイベントには団地にお住

ここで活動を知ったと言っていた。

清掃活動に参加していた男性も、

さんたちが三角の線で結ばれ、相

カウンターにいるスタッフとお客

チが置かれている。そこに座ると、

に入ると壁に沿って幅の広いベン

生まれる仕掛けが随所にある。店

まいの人も参加して、活動を通し

互に声がかけやすくなる。もちろ

ます」

ていくつものコミュニティーが生

んスタッフは積極的にお客さんに

「赤ちゃんから 歳のおじいさん

会話が生まれている。

取りに来るときなどにも、自然に

声をかけるが、注文のときや水を

まれている。

自然と会話が生まれる
みんなのカフェ
広場に面した場所にあるカフェ

までご利用いただいています。そ
の 歳のおじいさんは団地でひと

ることが、ひとつのモチベーショ

さるようになりました。ここに来

れて、また毎週この店に来てくだ

れて。それから息子さんに連れら

折に訪ねたら、とっても喜んでく

したので、たまたま近くに行った

相互の交流が少しずつ進んでいま

スタッフに手伝ってもらうなど、

場設営をまちのね浜甲子園の若い

治会の皆さんも喜んでいます。会

祭りに子どもの姿が増えたと、自

こちらは子育て世代が多いので、

新街区の人たちもやってきます。

取材に伺った日には、自治会メ
ンバーが今年の夏祭りの 回目の

め、数年前からひとり暮らしの高

秋の文化祭などのイベントをはじ

市長もあいさつに来られるほどで、

が進んでも変わらない。夏祭りは

会活動が活発で、それは建て替え

みは、関西で初。これがモデルケ

トコミュニティーをつくるこの試

って団地を再生し、新しいミクス

「エリアマネジメントの手法を使

参加した。

子ども同士や家族連れが行き交

ースになるよう、ＵＲとしても交

ちのね浜甲子園との連携が始まり、

い、高齢者らがのんびり散歩する

齢者への見守り活動なども行って

うれしい変化があったとＵＲの齋

通りを眺めながら、ＵＲの松下順

流をさらに進めるために何ができ

藤潤一は言う。

一はそう言葉を結んだ。

いる。とはいえ団地は高齢化が進

「夏祭りには団地の人だけでなく、

るか考えていきたい」

浜甲子園から奥河さんたち２人が

打ち合わせ会議を開き、まちのね

1
み、子どもの数も減っている。ま

浜甲子園団地は、もともと自治

団地自治会にも
いい刺激が生まれた

ンになったようで、とてもうれし

「さまざまなイベントを通
して、団地の人々と新街区
の人たちの交流が進んでい
る」
と話すURの齋藤。

す」

91

いです」
（青山さん）

が最近、近隣の高齢者住宅に転居

しゃってくださいました。ところ

の場所があってよかった』とおっ

り暮らしをしていましたが、
『こ

91
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店は浜甲子園団地広場に面
している。営業は金・土曜
の8～14時。月に1、2回は
住人たちの持ち寄りパーテ
ィにスペースを貸したり、
ワイン会などのイベントも
開いている。

お母さんパワーが
あふれる店内
ぞう

から徒歩 分の多摩川沿いにある。

色駅。南六郷二丁目団地は雑色駅

しき

品川駅から約 分の京浜急行雑
15

地域交流の場になりたい。そんな思いを抱いて

子どもが一人でも安心して食事ができる場所を作りたい、
も食堂」がオープンしてから、子

月、団地商店街に「ラーメンこど

もの姿を多く見かけるが、今年

があり、団地内では普段から子ど

周辺には小学校や中学校、保育園

12

今年 月、南六郷二丁目団地に
「ラーメンこども食堂」
がやってきた。

南六郷二丁目団地

子どもの居場所 を
作りたい
「ラ ーメンこども食堂」
の挑戦
東京都大田区

「ラーメンこども食堂」
インスタグラム

左／大田区が管理する南六
郷公園を囲むように3棟が
並ぶ南六郷二丁目団地。敷
地内には緑が多い。

店の内外で、早くも世代を超えた交流が生まれている。

思っています」

どもの姿がますます増えたという。
「ラーメンこども食堂」は、普段
は普通のラーメン店だが、月に
回イベントとして「こども食堂」
を開催。子どもラーメンを１杯２
００円（大人用５００円）で提供
している。低価格だが味は本格派。
世田谷の人気店「再来軒」の流れ
をくんでいるのだ。
しかし、店の一番の売りは店内
の温かな雰囲気かもしれない。昔
からの知り合いの家に来たような、
気のおけない、なんともいえない
安心感を感じさせてくれるのだ。
店を切り盛りするのは、子育て
経験豊富なお母さんたち。ＰＴＡ
や地域ボランティア活動でつなが
った仲間だという。２年前から地
域の町会会館で開催していたこど

る し、 突 然 の 雨 に“ タ オ ル 貸 し
す。毎日楽しいですよ！」と、「ラ

て！”と飛び込んでくる子もいま

大人が日々のストレスを忘れて笑

ーメンこども食堂」代表の武井恵

子どもが安心して過ごせる場所、
って過ごせる場所をつくりたいと

美子さん。なかにはボランティア
を買って出る小学生もいるという。

いうお母さんたちの熱意と、ＵＲ
の思いが共鳴した。

「自分たちも楽しみながら地域に
貢献したいと考えている私たちの

題です。子どもが一人でも安心し

子どもの居場所づくりは大きな課

働き家庭が増えている団地でも、

ＵＲの和田真理子は言う。
「共

店内では、そんな和

ての可能性を感じているという。

こども食堂に世代間交流の場とし

ってくる人も多いという。和田も、

地の外からウワサを聞きつけてや

めた幅広い世代の居住者、また、団

もたちだけではない。高齢者を含

こども食堂といっても客は子ど

います」と笑顔で語る武井さん。

地に来て本当によかったと思って

地、楽しいです。南六郷二丁目団

が遊んでいる姿が視野に入る。団

れる、店の前の公園で子どもたち

ちが車の心配なく気軽にやって来

代の人が暮らしている、子どもた

敷地にゆとりがあって、幅広い世

いていると日々実感しています。

活動の場として、団地はとても向

て食事ができる場所が団地内にで

田の思いを軽々と超え

一方でＵＲの和田は、
「 こども

世代間交流が生まれる
みんなの居場所

きたことは、とても意味があると

るように多世代の交流

年寄りとハイタッチを

るお年寄り、そんなお

どもたちを笑顔で見守

ラーメンを食べる子

す。人と人をつなぐ役割をＵＲが

とどまらない交流も生まれそうで

ことも考えられますし、団地内に

内のイベントに参加していただく

ら応援していきたい。今後は団地

がますます広がるように、側面か

交わして帰る子どもた

担えると思います」と語る。
「学校の宿題を持って

広げてくれそうだ。

コミュニティーの可能性を大きく

団地とこども食堂の出会いは、
来てここでやる子もい

る日常がある。

ち。そこには安心でき

いるようだ。

食堂の活動をきっかけに、人の輪

のだという。

上／
「ラーメンこども食堂」
の面々。皆さん近所にお住
まいの元気いっぱいのお母
さんチームだ。右から2人
目が代表の武井恵美子さん。
武井さんは夫の実家のラー
メン店を手伝っていたので
ラーメンの味は本格的。

がすでに自然発生して

を探して、団地商店街に入居した

っかりとした拠点を持とうと物件

も食堂に手ごたえを感じ、よりし

「団地内の人と人をつなぐ
お手伝いをしていきたい」
と語るURの和田真理子。

5
1

5

下／シンプルで居心地のいい店内。
厨房では大鍋でとんこつや鶏ガラ
がグツグツいっていた。
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昼下がり、幼稚園帰りの3組の親子がやってきた。団地の近くにお住まいで、うわさを聞い
て初めてやってきたという。
「ラーメン大好き！」
上／醤油Ｊ麺。奥が子どもサイズ。
すっきりとした味わいのスープが
絶品。Ｊ麺とは、ほどよい弾力の
のど越しのよいタイプの麺。小さ
な子どもでも食べやすいように製
麺会社に特別に開発してもらった
ソフトラーメンも選べる。
左／やさしい味わいの豆乳ラーメ
ンも人気。

大学生と高齢者が
自然 に出会う
古くて新しい団地

「ひだまりファーム」
は45区画。2カ月に1回は季節の野
菜づくりの講習会も開催。

る食堂」が併設された高齢者向け
住宅「ゆいま～る多摩平の森」が
住棟の間には長い年月をかけて

古い団地の建物が
魅力的に生まれ変わった
「 たまむすびテラス 」
。なんとも
成長した木々が枝葉を広げ、気持

２棟。
かわいい名前の付いた一角が、「多
ちのよい木陰を生みだしている。
ここが多様な世代の人々が行き交

摩平の森」の中にある。
そこには４階建ての昔ながらの
う、古くて新しい団地「たまむす

ウ

ラ

建て替えを機に
複合的なまちをつくる

びテラス」だ。

建物が 棟、ゆったりとした間隔
で立っている。最寄りのＪＲ豊田
駅に近いほうから、団地型シェア
ア

ハウス「りえんと多摩平」が２棟、
菜園付き賃貸住宅「ＡＵＲＡ２４

１９５８～ （昭和 ～ ）年

ロニーガーデンと貸し菜園「シェ

ＪＲ豊田駅から徒歩圏内と近く、

に入居開始となった多摩平団地。

３ 多摩平の森」が１棟立ち、コ
ア畑多摩平 ひだまりファーム」

しかも緑豊かな土地であることか

せる、複合的で安全なまちづくり
が進められた。これを機に、団地
の名前も「多摩平の森」に改めた。
さらに団地再生の手法として、
ＵＲが実験的に取り組んだのが
「ルネッサンス計画２」と名付け
民間事業者から５つの住棟の活

られた既存住棟の活用だ。
にもなるほどだったという。だが、

用アイデアを募集し、コンペを経
９６年、大規模な建て替えと新た

取りが古くなったのを機に、１９

「たまむすびテラス」だ。

２０１１年から入居が始まった

て３社のアイデアを採用。これが

子育て世代から大学生
高齢者までが一堂に

なまちづくりの計画がスタートし
た。その経緯をＵＲの山内広美は
こう説明する。
「まず団地にお住まいの皆さまと
て替えのテーマを話し合う勉強会

「りえんと多摩平」は３Ｋだった

を見ていこう。

さっそく「たまむすびテラス」
を立ち上げました。この団地は自

地元の日野市、ＵＲの三者で、建

治会の活動が活発で、団地に愛着

住戸を、 室 共
+用ミニキッチン
で ユニットに改装したシェアハ
をお持ちの方が多いので、その勉

ウス。１階は共用スペースとし、
ームなどを備えた。外にはイベン

強会で皆さまからの意見も伺い、
めていきました」

トやパーティに利用できるウッド
テラスもある。１棟は近隣にある

その結果、それまで

に２４７棟あった団地の建物を高

型商業施設、民間業者の戸建てや

保育園などの公共施設をはじめ大

み出された余剰地には、図書館や

の１階住戸には専用庭が付いてい

「ＡＵＲＡ２４３ 多摩平の森」

人が多い。

棟も大学生をはじめ圧倒的に若い

層化して、

大学が学生寮として利用、もう１

の敷地

キッチンやラウンジ、シャワール

3
合意形成をしながら建替事業を進

1

多摩平の森
大正時代には宮内庁の御料林でもあった多摩平の森。
その緑を大切に残しながら、
建て替えを機に新しいまちづくりを進めた多摩平団地。
大学生から子育て世代、高齢者が自然に出会い、

左／この
「りえんと多摩平」
をはじめ
「たまむすびテラ
ス」のすべての住戸は人気
が高く、なかなか空室が出
ないという。

ゆるやかにつながる魅力あるまちが生まれている。

右／外壁のブルーが目印の
「AURA243」
。菜
園やコロニーガーデンを借りて、自然に親し
む暮らしができる。
下／
「AURA243」の1階は前庭に玄関のある
「ヤードハウス」
。

住棟を高層化して集約して生まれたUR賃貸住宅
「多摩平の森」
。緑が豊富
で、周辺をウォーキングする人も多い。

35

が広がる。その先には「ゆいま～

33

建設から 年近く経ち、設備や間

ら人気が高く、募集倍率が数百倍

「安心して暮らせる魅力的
なまちが生まれています」
と話すURの山内。

、 棟に集約。生

29
ha

集合住宅などを誘致。歩いて暮ら

30
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11
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上／団地型シェアハウス
「りえんと多摩平」
。写真は
近隣の大学の学生寮として
使われている244号棟と、
建物前にある
「あおぞらの
テラス」
。

東京都日野市

上／菜園の
「AURA ハウス」
のカレーパーティに集まった皆さん。
「ひだまりファーム」
では年に数回、このようなイベントを行っている。前列右端が宇賀神さん。

「ひだまりファーム」

る。すぐ隣に貸し菜園
いた。

味を持つ人たちの交流が生まれて

カレーをほおばりながら、同じ趣

方だけでなく、近隣か

は、団地にお住まいの

貸し菜園の利用者に

とった間取りが好評だ。

リビングルームを広く

のいる若い夫婦も多く、

暮らし。小さな子ども

らシニア層までの２人

好評だ。

さなお子さん連れのママたちにも

食べやすく調理された料理は、小

誰でも利用できる。高齢者向けに

いま～る」に住む人だけでなく、

を安価で提供する食堂だが、
「ゆ

る食堂」は３６５日、昼食と夕食

高齢者住宅。併設する「ゆいま～

㈱コミュニティネットが運営する

「ゆいま～る多摩平の森」は、

食堂に集まり
ゆるやかにつながる

があり、農機具用の作
業小屋や休憩スペース
がつくられ、とにかく
緑があふれている。入
居ターゲットは 代か

ら通う人も多い。農園
が じん

「ここは栄養バランスのとれた食

う

スタッフの宇賀神康夫
事を提供する、地域に開放された

さんによると、
「 利用者は
半から 代までで、特に子育て世
ュニケーションの場でもあるんで

る。
木を基調にしたガラス張りの明
るい店内では、ランチと夕食の合
間の時間に、体操や絵手紙の教室、
ハンドベルやコーラスの練習会と
いったイベントが、週に数回開か
れている。

したり、スポーツクラブが近隣の

「
『りえんと多摩平』の寮長さん

留学生が、一生懸命にあんこを練

い」と言う。

美は、
「 自分もこのまちに住みた

この事業に携わるＵＲの山内広

地域の人々が
魅力あるまちの原動力

が図られつつある。

病院と連携するなど、相互の交流

「たまむすび」の３事業者が共同
で開催するさくらまつりや、団地
自治会が主催する「夕涼み会」で
は、
自治会と「たまむすびテラス」
が相互に協力する。
さらに今年 月には「たまむす

「ひだまりファーム」を借りて野

ていたり。うちにお住まいの方で、

れば、高齢者がその様子を見守っ

どもたちがこちらの庭に遊びに来

もありますし、近隣の保育園の子

が、ここで語学教室を開いたこと

ポーツクラブやデイサービス、カ

ム、リハビリ施設のある病院、ス

や認可保育園、特別養護老人ホー

には、日野市の社会教育センター

いを込めて名づけられたこの街区

多世代が行き交うまちに」との思

成した。
「手と手を取り合って、

摩平の森て・と・てテラス」が完

は、利便性だけではありません。

いなと思います。このまちの魅力

たまちは魅力的で、自分も住みた

を感じます。そうしてできあがっ

って考えてきた、その歴史の重み

まをはじめ行政とＵＲが一緒にな

ちをつくるかを、お住まいの皆さ

年以上の年月をかけ、どういうま

「建て替え計画のスタートから

菜づくりをしている方もいます。

ここに住む人々が、まちの魅力を

ばしている。

ちも豊かに枝を伸

が育つように、ま

込まれ、森の木々

に新しい命が吹き

る。歴史ある団地

築が計画されてい

が増え、校舎の増

の小学校は児童数

現在、この地域

フェが集まる健康増進複合施設な
生まれています。また、住んでい
る人が何かやりたいと思ったら、
『たまむすびテラス』の３つの事
業者間で相談して、お手伝いでき
る関係が生まれています」と清水
さん。
「ゆいま～る」が一番にぎわうの
は、 月のもちつき会。「りえんと」
の大学生が積極的に手伝いに来て
くれる。
「 去年はフランスからの

団地の建て替えに際して、歴史ある多摩平の森を団
地の財産として残した。

ここではごく自然に、さまざまな

びテラス」
の北側に新しい街区
「多

4

高めています」

左／住棟の隣に増築さ
れた
「ゆいま～る食堂」
の建物。

どを誘致。保育園児が病院を訪問

昼間はイベントに使われる
「ゆいま～る食堂」
。奥には絵本から大人の本までそろった書架もある。

世代の人たちの無理のない交流が

20

れしそうだ。

ってくれました」と清水さんもう

「環境の良さが、入居者の
心の豊かさにつながる」と
話す清水さん。

責任者の清水敦子さんが説明す

代が多い」とのこと。取材で訪れ

やジャガイモは畑で収穫したもの。

もちろんカレーに入れるニンジン

レーパーティーが開かれていた。

す」

食堂であると同時に、人々のコミ

代後

20

20

たときは、菜園中央のテラスでカ

70
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「さくらまつり」
には
「たまむすび
テラス」
だけでなく、団地の人々も
参加してみんなで楽しんでいる。
「ゆいま～る食堂」
のテラスで行う
もちつき会には、大学生や子ども
たちの姿も。
右／日野市とUR、事業者
と地域の人々が連携しなが
ら、多世代が生き生きと暮
らし続けられるまちづくり
を進めている。

右／高齢者住宅
「ゆい
ま～る」の建物。入居
者には日当たりの良さ、
環境の良さが好評だと
いう。

12

管理栄養士がカロリーと塩分を計算して献立を作成する定食。ランチは730円、
夕食は780円。
上／
「て・と・てテラス」
の
「Tomorrow PLAZA」
。こ
の広場でお祭りも開催。

節分や夏祭り等、集会所でさまざまなイベントを開催し、住民の交流を図っている。

スタートした。活動の
中心になっているのは、
饗庭研究室でまちづく
りや都市計画を学びな
がら、ルームシェアし
てここで暮らす学生た
ちだ。

住民がゆるやかにつながる
「ベルコリーヌ南大沢」
。

リノベーションしたキッチン付きの集会所をベースに、
しい」
「誰かと一緒に

っと寄れるカフェがほ

のアンケートで「ふら

最初に行った住民へ

ＵＲと連携しながら中心となって活動しているのは、
ごはんを食べたい」と

ベルコリーヌ南大沢

大学院生 と共に、
食を通して
あたたかなつながりを
東京都八王子市

近隣の大学院生たちだ。
いう声が多かったこと
から、まずは食事を一緒に作って
食べる「ごはん会」からスタート。

いと、ＵＲは利用開始に先駆けて

の交流を深める場にしてもらいた

たのは昨年３月のこと。住民同士

チンを備える空間に生まれ変わっ

ーョンプロジェクト」で大型キッ

所が「ＭＵＪＩ×ＵＲ団地リノベ

ーヌ南大沢 」
。その３街区の集会

しいまちなみが広がる「ベルコリ

陵にヨーロピアン・テイストの美

語の名のとおり、緑豊かな多摩丘

「美しい丘」を意味するフランス

の昼間に子育てママ向けの水遊び

をしぼったイベントも企画。平日

イベントだけでなく、ターゲット

なのかを考え続け、全世代向けの

そうになりました」と。何が問題

の鈴木萌佳さんも「何度もくじけ

西 昭太朗さんは振り返る。仲間

悩みました」と、学生メンバーの

全然人が集まらなくて、みんなで

「最初はチラシを作って配っても、

後は思い通りに進まなかった。

多くの人が集まったものの、その

くじけ、悩みながらも
トライし続けて

近隣の首都大学東京の饗庭伸教授

イベント、夕方には仕事帰りの人

ところが、オープンイベントには

の研究室と連携し、住民と共に活

も参加できるビアガーデン、大人

を開催することで、
「 こういう会

ぶ「辛・麻婆豆腐」イベントなど

の女性向けの本場の中華料理を学

バーの小島みのりさんも「料理が

と気づきました」と西さん。メン

ながりを広げていくほうが自然だ

ニティーをベースに、そこからつ

あい ば

用法を考えていくプロジェクトを

を望んでいた」と参加者が徐々に

得意な方がいても、
“ ここで作っ

お じま

集まるようになった。

トに参加してもらって関係を築い

断られてしまって。まずはイベン

願いすると“いや、いいです”と

教えられることも多い」と話す。

る現役の学生たちは大変頼もしく、

雅史は「忙しい中、熱心に活動す

ロジェクトを担当するＵＲの渋谷

てくれませんか？”といきなりお

活動から１年を経て、メンバー

てからお願いすることが大事」と

そして「コミュニティーをつくる、

自然に巻き込みつつある。ＵＲの

一生懸命さで、まわりの人たちを

げ、人々をつなぐ学生たち。その

エラーを繰り返しながら交流を広

への気配りなどを学び、トライ＆

画の立て方、依頼の仕方や参加者

これまで経験したことのない企

ワンコインで飲めて食事もできる

ち寄り合う企画「ベルコ本棚」や、

そんな思いで、読み終えた本を持

を運んでもらう機会を増やしたい。

てもらっていいので、集会所に足

碁、読書をするなど自由に過ごし

に会話しなくてもいい、将棋や囲

「弱いつながりを増やそう」
。無理

学生たちの今年度のテーマは

まさ し

が気づいたのは、
「 お互いが楽し

気づきを共有する。

食を通して生まれる
あたたかな関係

くなければ続かない」ということ。
というより、もともとあるコミュ

清水成俊は先日、住民の方が学生

「居酒屋べるこ」を毎月開催。乳

し げと し

たちに「 これ食べて 」

幼児から 代まで幅広い世代が集

首都大学東京の前身で

笑みをもらす。また、

うれしかったです」と

想的な光景がみられて、

まれている、そんな理

関係が、食を通じて生

の方同士のあたたかい

く包み込み始めている。

に新たに生まれ、あたりをやさし

れる空間」がベルコリーヌ南大沢

係」
「 近くに誰かの存在を感じら

「ほんわかとしたあたたかい関

カフェ」も開かれるようになった。

立ち上がり、集会所で「ひまわり

昨年、住民による自主防災会が

まる会に発展している。

80
ある都立大学出身でプ

様子を見て「お住まい

とおかずを差し入れる

「息苦しくならないように、
無理なく楽しく続けられる
ようにと心がけています」
と話すURの清水。

業務用の火力の強いオーブンや冷蔵庫、ダブルシンクま
で備えられた集会所が大活躍。
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後輩でもある若者たちと共
に活動し、サポートしてい
るURの渋谷。

上／左から学生メンバーの西さん、鈴木さん、小島
さん。ここで貴重な経験をしていると口をそろえる。
現在学生の中心メンバーは5名だが、新たなメンバ
ーを募集中。
「リスクをおそれずチャレンジできる
のは学生の特権。バックにはURさんもついてくれ
ていますので」
と西さん。
左／京王相模原線の南大沢駅と歩道デッキでつなが
るベルコリーヌ南大沢
（中央が集会所）
。駅周辺には
大型ショッピングモールやシネコン、アウトレット
モールもあり、人気のエリアだ。

「口腔機能改善プログラム」
は全9回。初回に口腔機能を測定し、2～8回は
健康教室と口を使ったゲームを実施。最終回に再度機能を測定した。参加
者は大学生とのふれあいも楽しみにしていた。

千葉県立保健医療大学×UR

地域の大学と連携
高齢者の健康寿命 を
延ばし孤立化を防ぐ
千葉県千葉市
URは千葉県立保健医療大学と連携し、
千葉市内の６つの団地で、高齢者の健康寿命を延ばし、
孤立化を防ぐためのプログラムを実施。
団地の皆さんから好評だ。
こ うせ い

その目的をＵＲの伊藤公晴が説
明する。

看護学科、栄養学科、歯科衛生学

健医療大学（以下、
「ほい大」
）は、

千葉市美浜区にある千葉県立保

加していただくことで、高齢者の

時に、健康に関するイベントに参

寿命を延ばすお手伝いをすると同

までも健康でいられるよう、健康

団地の高齢者を
健康にするプログラム

科、それにリハビリテーション学
孤立化を防ぐのもねらいです。大

「とっても楽しかった」と話す。

この口腔機能改善プログラムは、

学側と協議を進めている。

んですよ。
『 若い人たちと会えて

孫のようにかわいがってくださる

取り組みだが、課

満足しているこの

参加者、すべてが

年度には、花見川団地、千草

ことで、連携が進みました」

ービスラーニングにもなるという

たちのアクティブラーニング、サ

確保、社会貢献だけでなく、学生

学にとっては、研究フィールドの

あやめ台団地で行われた
「ほい大健康プログラム」
。歩幅や歩く速さ
を測り、歩き方のアドバイスを行った。

地の皆さんからは「病院でしか聞

た。もちろん学生たちも参加。団

盛りだくさんのプログラムとなっ

元気に歩くためのアドバイスなど

学科による口腔機能向上の舌体操、

事と栄養のアドバイス、歯科衛生

相談コーナー、栄養学科による食

して、医師による健康チェック・

ム」を実施。これは全学科が参加

第二団地で「ほい大健康プログラ

台団地、あやめ台団地、高洲第一・

17

「団地にお住まいの高齢者がいつ

科からなる公立大学。ＵＲは２０
１７（平成 ）年

けないことが、気軽に医師に相談

「私の名前を覚えてくれて、声を
掛けてくださったり。
私からも
『〇
〇さん、体の調子はどうですか』
と声を掛けられるようになり、皆
さんとのつながりが深くなるのを
実感しました」
「学生たちが仕事に就いたときに、
この経験はきっとプラスになると
思います」と麻賀先生も学生たち

には口腔のケアが大切なので、加

さつきが丘団地でも実施している。

の活躍を見守っている。

齢とともに衰える口腔機能を改善

療福祉拠点化を進めている千葉市

さらにこの秋にも、ＵＲが地域医

このプログラムは花見川団地で

内の複数の団地で、
『 ほい大健康

～ 人が参加。皆さんとても楽

しみにされていたという。

うれしい 』
『 別の住棟の人と知り

題は持続可能性。

大学とＵＲ、それに団地に住む

合いになれた』と、皆さんこの集

ＵＲの伊藤は「団

で、ぜひ続けてい

まりをとても楽しみにされていて、

ふだん高齢者と接する機会の少

きたいと思ってい

地の皆さんにとて

ない大学生たちにとっても、貴重

ます。そのために

プログラム終了時には、寂しいと

な機会となった。サークルで副リ

ほい大とＵＲが協

も喜ばれているの

ーダーを務める鈴木結衣さんは、

言っていただきました」

「参加する方々が、大学生たちを

プログラム』を開催しようと、大

行われ、 代の方々を中心に毎回

することが目的だ。

麻賀多美代教授。健康長寿の実現

担当するのは、歯科衛生学科の

るプログラムだ。

月から今年６月まで９回にわた

能改善プログラムも開始。これは

年には、これに加え、口腔機

課題は持続可能性
地域との連携も

できる」と大変好評だった。

している。

の取り組みを実施

団地で、健康増進

化を進める６つの

地域医療福祉拠点

千葉市内でＵＲが

と連携協定を結び、

度に、このほい大

29

70

ことに期待したい。

り、健康長寿の輪がさらに広がる

ＵＲと大学の連携が地域に広が

せん」と期待を寄せる。

とも、ひとつの可能性かもしれま

生士さんたちと連携するようなこ

だけでなく、例えば地域の歯科衛

今後どうつないでいけるか。大学

ムに参加してくださった方たちを、

麻賀先生も、
「 今回のプログラ

したい」と話す。

なく、継続していける手法を工夫

力して、過度な負担がかかること

口腔機能改善プログラムの
サークル副リーダーの鈴木
さん。
「参加者に喜ばれ、頑
張ったかいがありました」

健康づくり推進の取り組みを持続させたいと
話す、千葉県立保健医療大学健康科学部歯科
衛生学科の麻賀教授
（左）
とURの伊藤。
「ほい大健康プログラム」
で栄養学科による食事や栄養ア
ドバイス
（上）
や、
医師による健康チェック・健康相談
（下）
を実施した。

26
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花見川団地で行われた
「口腔機能改善プログラム」
で、学生たちがご挨拶。
プログラム開始前の体調チェック。

URの担当者、前列左から渡邊美樹、村上修一。
後列左から伊井裕子、大泉達也。
「いろいろ
なサービスとの連携を強化したい」
「団地に住
む概念が変わる！」
と、ここから広がる未来
に思いを馳せる。
状況を認識して自動で開閉。

放射熱を使った冷暖房は、風の吹き
出しがなく快適。センサーで常に最
適な室温を維持。

電動カーテン・
ブラインド
PCなどが収納されたテーブルの引
き出しを開けると、照明やモニター
の向きが変わり、オフィス空間に切
り替わる。

交通情報など最新のインフォメーシ
ョンを見ることができるモニター。

ホームモニター

団地にＩｏＴ+ＡＩがやってきた !

住む人に必要な各種サービスが申し
込めるモニター。

未来の住まいの研究を
進めているUR。

このたび2030年の住まい

各所に設置された
センサー群

「Open Smart UR」

モデル住戸が完成しました。

各種画像センサーからのデータで、
「人が倒れた」などの異常事態をAI
が判定、トラブルを早期発見。

魅力的なまち、安全な暮らしを
実現する未来の住まい
６月、東京都北区にある赤羽台団地。高層
住棟への建て替えが進むなか、１９６２（昭
和 ）年に建設された当時のままの姿を残す

２０１８（平成 ）年

ＵＲとＩＮＩＡＤは

露目されたのだ。

ｔＵＲ」のスタートアップモデル住戸がお披

めてきた未来の住まい「Ｏｐｅｎ Ｓｍａｒ

報連携学部（ＩＮＩＡＤ）が共同で研究を進

係者が集まった。この日、ＵＲと東洋大学情

スターハウス棟の一室に、大勢のメディア関

37

会長は日本を代表する

会」をスタートさせた。

及びＡＩ等活用研究

「 ＵＲにおけるＩｏＴ

１月に覚書を締結し、

30

日本では 年に小学校でプログラミングの

坂村 健教授。

コンピューター科学者でＩＮＩＡＤ学部長の

坂村 健教授

歳以上の高齢者になると予測されている。

になる２０３０年、日本は人口の３分の１が

授業が必修化される。その子どもたちが大人

20

究し続けていく。

の可能性を広げるために、未来の住まいを研

ＵＲは現在の団地が抱える課題を解決し、そ

２０３０年は、そう遠い未来の話ではない。

ための場だ。

拠点として、ここから新しい住まいを考える

つくったもの。完成形ではなく、ここを発信

いま考えられる機能、サービスを詰め込んで

もちろんこのスタートアップモデル住戸は

邊美樹は言う。

研究会の立ち上げメンバーであるＵＲの渡

があると思っています」

や事業者とのネットワークも広げていく必要

そのためにはサービス関連のさまざまな企業

サービスを提供するという考え方が必要です。

はそこにＩｏＴやＡＩなどの技術を使って、

ード面の修繕を行ってきましたが、これから

「これまでのＵＲは団地の建物をつくり、ハ

うになるイメージだ。

うなサービスを団地で受けることができるよ

ービスを受けることができる。それと同じよ

宿泊客は自分の部屋にいながらさまざまなサ

コンシェルジュにチケットの手配を頼むなど、

ばホテルでは、ルームサービスで食事が届き、

新たな生活環境を提供するというもの。例え

ビスを使って、団地に「ハウジング」という

し、ＩＴプラットフォーム上のさまざまサー

のひとつが「ＨａａＳ
（ Housing as a Service
）
」
。
これはＩｏＴやＡＩなどの情報技術を活用

その答えとして今回提示されたキーワード

んな時代の団地はどうあるべきなのか。

やサテライト勤務がごく当たり前になる。そ

るだろう。働き方も大きく変化し、在宅勤務

ノがネットワークでつながる社会になってい

情報技術の進歩でＩｏＴが進み、すべてのモ

65

2030年、未来の住まいは
こうなっている？
インフォメーション
ミラー
リビング
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QRコードで開閉。プログラミング
により、宅配荷物の受け渡しだけで
なく多彩な使い方ができる宅配ボッ
クス。

「Open Smart UR」
室内との段差がない玄関。
センサーでヒート
ショックを未然に
防ぐなど、見守り
機能をもつ。

放射冷暖房パネル
多機能テーブル

赤羽台に出現した未来の住まい

スマート
宅配ボックス
エントランス
浴室

キッチン

スマートキッチン

フードデリバリーサービスと冷蔵
庫や調理器具などの家電が連携。

寝室

INIAD東洋大学とともに

26
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被害の全体像を把
握するのが大変だ
ったという末村祐
子副町長。

災害公営住宅は63戸。URは復興まちづくりを事業情報の提供や、考え方への助言などで支援。建物の建設は岩泉町で行った。

岩泉町
岩手県

０１１（平成 ）年の東日
本大震災で被災した岩泉町。

が失われるとともに、河川や道路

川の氾濫や土砂災害で多くの人命
ための助言や技術提供などを担当。

Ｒは、復興まちづくり計画策定の

岩泉町からの支援要請を受けたＵ

るグループ会社のＵＲリンケージ
と共に、町の早期復旧・復興に向
けて尽力してきた。
被災した年の 月にＵＲから岩

町だ。その全域にわたる被害を前

岩泉町は、本州最大の広さをもつ

泉洞の水を使った珈琲や化粧水、

町長を務める末村祐子は、日が経

泉町に派遣され、昨年４月より副

生産など、町では産業経済の再生

た今後の備えの意味でも、災害箇
何が大切なのか、どんな選択肢

にもいち早く着手。販路が途切れ

っても次々とあちこちで被害が明

がありえるのか、特に国の事業の

ることのないように、施設の迅速

日本一の生産量を誇る山わさびの

情報提供などで、町の職員を支え

所の貴重な記録となっている。

「毛細血管のように町土全体に張
り巡らされた川や沢、その随所で
被害が起きたのです」

な復旧のための対応に努めた。

ろうとする職員の情熱を後押しし、

通じ、より災害に強い地域をつく

復旧・復興工事が進められ、活気

事発注の目途が立ち、現在も順次、

部を除き、被災からほぼ一年で工

このような取り組みの結果、一

復興まちづくりを進めるうえで

町民に安心いただけるまちづくり

が戻ってきている。

「こうした対話は、復旧・復興を

大変役に立っているといわれるの

の基礎になったと思っています」

書き込んだもので、いつ、どこで、

上に災害箇所と工事の予定などを

「町内の６つの地域ごとに、地図

中的に進める上で、震災復興など

事や復興まちづくりを短期間で集

「豪雨災害に関する膨大な復旧工

を主導してきた中居健一町長も

と連携がとれる体制を整備してい

理課を設置。各地の自主防災組織

握、発信すべく、昨年度、危機管

を集約し、正しくタイムリーに把

きざみに変化していく状況や情報

さらに岩泉町では、災害時、こ

どのような復旧工事が行われるの

経験豊富なＵＲグループの協力が

と末村副町長。復興まちづくり

かを目に見えるかたちにしたもの

る。昨年は町民を含め防災士の資
建物被害は１９１６棟。河川が

と話す。

何が起こるかわからない今の時代、

識も高まっている。いつ、どこで、

格を約 名が取得するなど防災意
と末村副町長は説明する。この

１３３カ所被災するなど、町の復

マップにより、町の人たちに復旧
工事の進捗をわかりやすく伝えら

備えにも力を入れ、まちの再生に
震災の 倍以上に
及ぶ甚大な被害。

向かって進む岩泉町だ。

女川町

町の基幹である農

60

盛岡市

林水産業、それを

福島市

次産業化で支え
る岩泉ヨーグルト
をはじめとする乳
製品、日本三大鍾

福島県

6

乳洞のひとつ、龍

仙台市

宮城県

岩泉町
岩手県

10

旧・復興に要する経費が東日本大

です」

得られ、安心感がありました」

ードマップ」だ。

が、ＵＲが作成した「災害復旧ロ

経験を生かして
町に寄り添う

ることを心がけたＵＲの職員たち。

らかになる状況に驚いたという。

緑深い森と豊かな泉に抱かれた

被害は水の豊かな
町の全域に

などのインフラをはじめ、家屋や

町のマンパワーが限られるなか、

に初動を早くするかがポイント。

れたという。自然災害では、いか

いいのか？ 町の人々は途方に暮

に、いったいどこから手をつけて

被災当時の流木が
押し寄せた岩泉上
町地区
（上）
と、道
路が崩れた県道久
慈岩泉線
（下）
。

復旧のための工事発注者支援をす

日のことだった。豪雨による河

のは、２０１６（平成 ）年８月

この町をさらに台風 号が襲った

２
23

10

28

施設にも甚大な被害が及んだ。

30

れるようになったと喜ばれた。ま

龍泉洞は観光名所でもある鍾乳洞。世界有
数の透明度を誇る地底湖や鍾乳石が造り出
す神秘的な岩肌に圧倒される。
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第

16

回

Part1

台風被災からの復興の
土台づくりをサポート
復興の
「今」
を
見に来て!
急激な雨量の増加と水位
の急上昇によって、堤防
を越えた岩泉町の小本
（おもと）
川。河道の掘削
や築堤、護岸、橋梁の架
け替えなど、復旧・復興
作業が続く。

左／昨年10月に開庁した女川
町新庁舎。役場庁舎のほか、生
涯学習センター、保健センター
及び子育て支援センターを集約
した複合施設になっている。

女川町
宮城県

日午後２時過ぎのＪＲ石巻

きな被害を受けた宮城県女川町は、
一番高いところで約 ｍも盛土を
して、新たなまちに蘇った。今年
３月には、中心市街地２２２ヘク
タール、離半島部 地区 ヘクタ
ール余りの基盤工事が概成。それ
を祝い、工事に携わった延べ１５
０万人への感謝の言葉が刻まれた
震災復興事業記念碑が女川駅ロー
タリーに建立された。

客のグループが足湯につかりなが

青な女川湾。駅前広場では、観光

した駅舎の先に見えるのは、真っ

に降り立つ。ウミネコをイメージ

物帰りの女性などが次々とホーム

ックサックを背負った学生や買い

成の列車が駅に滑り込むと、リュ

とＪＶ（建設を請け負う共同企業

住民の皆さんの協力、そしてＵＲ

ここまで来ることができたのは、

地に自分の足で立った時でした。

に完成した女川駅と駅前広場の現

確信できたのは、２０１５年３月

「この方向で必ず道が拓ける、と

ってきた須田善明町長が語る。

震災以来、復興の陣頭指揮を執

ら楽しげに会話を交わす――取材
こそ。この記念碑の文章は、日々
造成現場で力を尽くしてくれた皆
さんへの感謝と共
に、 そ の よ う な
人々の存在があっ
て初めて私たちが
暮らす新たな大地
が築き上げられた
んだ、ということ
を後世へ伝えるも

けど、悪いことだけではなかった

のなのです」

語る。
「自分が得た経験を、未来

と捉えられるようになりました」

東日本大震災から８年余り。大

た時間が流れていた。

体）
、町が三者一体であったから

線の終点、女川駅。２両編

55

で訪ねた女川には、ゆったりとし

平

18

14

に向けて 代の若手職員に引き継

「思い描いていた以上のまちになった。復
興の本当のスタートはこれから」
と語る、
須田善明女川町長。

締結。ＵＲは事業計画の作成から

くり推進パートナーシップ協定を

とＵＲは２０１２年に復興まちづ

女川町の復興に向けて、女川町

し、町の皆さんに頼りにしていた

われることにやりがいを感じます

十年も残っていく仕事。それに携

す。新しいまちづくりは、今後何

ぐのも我々の使命だと感じていま

「自身の原動力となったのは、あ

り返る。

盤を迎える。須田町長は８年を振

女川町の復興事業は、いよいよ終

交番を遺した公園の整備が終わる。

本年度中には、震災遺構の被災

たときに『女川出身です』と胸を

の当時の子どもたちが大人になっ

だけるのもありがたいですね」

ど、包括的・総合的にまちづくり
をサポートしてきた。安全なまち

す経験を積んできたが、女川なら

ュータウン建設で大量の土を動か

渡邉征爾は、赴任して４年目。ニ

ＵＲ女川復興支援事務所副所長の

プトラック１４０万台分に及ぶ。

勤めた髙橋敏浩さんに話を聞いた。

げた復幸祭の実行委員長を３年間

の若者だ。震災後の女川を盛り上

ているのが、女川在住の ～ 代

いう須田町長。その思いを体現し

良い畑のようなまちにしたい」と

「新たな芽がいろいろ育つ、土の

の出身なんです』と彼らが誇りを

創ってきた。そんな女川という町

ち上がり、前を向いてこのまちを

涙を流しながらも笑顔を作って立

った町の中で、女川の大人たちは

ればならない。
『 瓦礫だらけにな

がちゃんと背中で見せていかなけ

です。そのためには、私たち大人

張って言えるように、という思い

ではの難しさがあったという。

「正直、震災直後はまちのことを

もって言ってくれるように」

をつくるために山を切り崩し、盛

「大規模で広範囲の現場を一気に

考える余裕はありませんでした。

などは、長く現場で培ってきたか

こと。そのための細かいノウハウ

土を埋めると土の体積が変化する

盛土で難しいのは、切り崩した

きな横のつながり

たんですね。今は、ものすごい大

まちと一緒に自分も変わっていっ

て復幸祭などにかかわるうちに、

でも、先輩方に声をかけてもらっ

にあるのかもしれない。

て復興へひた走る力の源は、そこ

ィブな思い。トップランナーとし

我がまちを愛する、熱くポジテ

ができて、何かあ
るとすぐに相談で
きる。震災前には
考えられないこと
です。大変なこと、
辛いことがあった

アパレルショップ
「マルサン」
店
主でもある髙橋敏浩さん。須田
町長と共にバンドを組み、地元
のイベントなどでも活躍中。

らこそ身に付いた財産、と渡邉は

40

土に使った土の量は、 トンダン

進めていくのに苦心しました」

まちへの気持ちが
復興の原動力

区画整理、災害公営住宅の整備な

現場で培った経験を
災害復興に活かす

第

16

回

Part2

復興を支えた人への
感謝の記念碑が建立
復興の
「今」
を
見に来て!

女川の玄関口、JR石巻線女川駅。温浴施
設
「女川温泉 ゆぽっぽ」
が入り、駅前広場
の足湯も観光客に大人気。

20
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女川駅ロータリーに建てられた震災復興事
業記念碑。碑に刻まれた言葉は、須田町長
によるもの。裏面には、復興事業の経過や
事業に携わった企業名などが記されている。

10

「女川は人が優しいし、
海が近くて気候も過ごし
やすい。いいまちです」
とURの渡邉征爾。

上／女川駅から海へとま
っすぐに続く
「レンガみ
ちプロムナード」
。道の
両側には、港町女川なら
ではの海鮮自慢の飲食店
などが並び、週末には観
光客でにぎわう。
右／2015年3月、女川駅
完成にあわせて開催され
た
「まちびらき」
イベント
と
「復幸祭」
。復興まちづ
くりの節目となった日だ。
上／復興が進む女川の町。高台
住宅地からも海が見える眺望点
を設けるなど、海の存在を最大
限に生かすまちづくりが進めら
れている。

プロが指南！ 防 災 グッズ の 新 常 識 9

十分な水と、
スポーツ飲料の
粉末も準備
熱中症予防にはこまめな
水分摂取が不可欠ですが、
汗とともに失われた電解質
（ナトリウムなど）
もあわせ
て摂取する必要があります。
飲料・調理・洗浄などに使
う水だけでなく、スポーツ
飲料や経口補水液も準備。
水で溶くスポーツ飲料の粉
末や、
「塩あめ」
などを追加
するのもおすすめです。

文・写真

高荷智也（ソナエルワークス代表）

停電時や避難所で
欠かせない熱中症対策

防 か？

災視点で熱中症対策を考えたことはあります
昨年の夏は高温による熱中症被害が全

国で問題となり、過去最多となる95,000名以上が
救急搬送され、数百名の方が命を落としています。
じつは平成以降に発生した大地震は、いずれも涼し
い季節か涼しい地域で生じており、私たちは「真夏
の大災害」の経験が不足しています。今回は停電時
や災害時の熱中症対策を考えます。

気化熱を
利用した
冷涼グッズも

真夏の避難生活は熱中症に注意
熱中症は
「高い気温と湿度・日差し」
と、
「激しい運動
や水分不足」
が組み合わさることで発生します。災害で
停電や断水が発生すると、エアコンなどが使えずに室温
が上がり、飲食を控えるため水分不足となります。夏場
の避難所やライフラインが止まった自宅は、熱中症の危
険性が高まります。

停電時に体を冷やすには、
体を濡らして風を当てる、
濡らしたタオルを首から下
げるといった、気化熱の利
用が有効です。タオルや帽
子は熱中症対策以外にも役
立つため非常持ち出し袋へ
入れ、スペースに余裕があ
れば速乾タオルや扇子、冷
却スプレーや冷却ジェルも
準備しておきましょう。

vol.

9

文・写真

真夏に大規模災害発生

たかにともや
「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。
「備える.jp」 http://sonaeru.jp

四季の寄せ植え

ベランダで
楽しむ

Flower pot arrangement

黒田健太郎

室内で楽しむ
観葉植物の寄せ植え
ベ 今回は、涼しい室内で楽しむのに最適な観葉植

ランダで楽しむ寄せ植えを紹介してきましたが、

物の寄せ植えを紹介します。室内で鉢植えを楽しむに
は、最初に鉢を置きたい空間を決め、周囲の家具に合
うデザインの植木鉢を選ぶのがコツです。
植物は単体で飾ってもよいですが、葉の形や質感、
色味や大きさの違うものを一鉢で楽しめる寄せ植えが、
やはりおすすめ。初めから大きな寄せ植えに挑戦する
のではなく、手軽にいくつかを植え込んで、テーブル
などに置いて楽しめる小さめの寄せ植えから始めてみ
ましょう。
植物の選び方としては、まずメインになる植物を選
び、次に、草丈や葉色などを考慮してメインを引き立
てる植物を選びます。さらにもう1種類、葉の色や丈
の異なる植物を選ぶとよいでしょう。3種類が互いに
邪魔をせず、それぞれが美しさを発揮して引き立て合
うように、三角形になるよう配置して植えていきます。
仕上げに土の表面にバークチップ
（樹皮を砕いたもの）
を敷いて、土が見えないように仕上げましょう。

手順

まるごと
冷凍弁当
の

キホン

1

容器ごと
冷凍します！
文・写真

MAYA

みんな大好き、しょうゆと生
姜を効かせた鶏のから揚げ。
暑い時期にもさっぱりして、
おいしい梅昆布ごはん。

夫 ごと冷凍する「まるごと冷凍弁当」を作って送っています。
が単身赴任になってから、ごはんとおかずを詰めた容器

まるごと冷凍弁当の一番の魅力は保存がきくことで、作り置き

解凍した
お弁当

冷凍弁当のポイント ❶

おかずとごはんのバランス
均一に解凍するためには、ごはんとおかずが
ほぼ同量なのが理想。おかずは詰めすぎず、
主菜1に副菜2ぐらいがちょうどよいバラン
スです。ごはんも詰めすぎず、空気を含むよ
うにふんわり入れます。

葉の形と色、草丈が異なる3株を
三角形になるように配置します

1

植え込む前に配置を決める。主役になる株の大
きいプラスチックファーン
（Ａ）
を中央から右側
後方に配置。引き立て役のシンゴニウム
（Ｂ）
を
その左手前、プ
ラスチックファ
キシダ
（Ｃ）
を配
して三角形にな

食べるときは、容器ごと電子レンジで温めるので、❶耐冷・

るようにする。

耐熱で、❷密閉できて、❸ふたをしたまま電子レンジにかけら
れる容器を選ぶことが基本。ごはんとおかずの容器を分けない

2

「１個弁当」
の場合は、ごはんもおかずも一度冷ましてから容器
に入れたほうが安心。気温が高くなる夏場、まるごと冷凍弁当

で鉢底石を入れ、その上に市販の観葉植物用の
縁より2〜3㎝低くなるように培養土の量を調
節する。元肥を培養土に混ぜ込む。

トレーにのせて急速冷凍

おいしさを閉じ込めるには急速冷凍がおすすめ。アルミトレーにの
せ、上からもアルミトレーかアルミホイルをかぶせてしっかり冷凍
します。

Instagram @heavydrinker
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具だくさんの千草焼き風 卵焼き
●冷凍に向かない卵料理も、具だくさんにしてマヨネ
ーズと片栗粉をほんの少し加えれば冷凍OK。
●卵焼きに入れた五目きんぴらは、アレンジ自在で便
利なお惣菜。今回は、しいたけ、ごぼう、にんじん、
小松菜、鶏ひき肉入りの豪華版。

だし醤油で
おかか和えにした
旬のオクラ
●おかか
（かつおぶし）
を加えると解凍時に水
分を吸ってくれます。

＊まるごと冷凍弁当は自家製冷凍食品になるので、電子レンジなどでの温め直しが必須です。 ＊冷凍での保存期間の目安は2週間です。

B

B シンゴニウム

C

鉢穴をネットでふさぎ、鉢の高さの1/5程度ま
培養土を入れる。植え込む苗の土の高さが鉢の

は強い味方です。

1982年生まれ、東京都在住。まるごと冷凍弁当がイン
スタグラムを中心に反響を呼び、雑誌やWEB、広告な
どでも活躍中。フォロワーは18万人以上。著書に『まる
ごと冷凍弁当』
（宝島社）
、
『見た目は地味だがじつにウマ
い！』
（KADOKAWA）
などがある。

A プラスチックファーン

A

ーンの前にニシ

が可能。冷凍なので、離れて暮らす家族に送ることもできます。

冷凍弁当のポイント ❷

配置図

3

ポットから苗を取り出し、根鉢を優しくほぐし

4

植え込み終了後、表面の土の上にバークチップ

ながら、
配置通りにＡＢＣの順に植え込んでいく。
を敷いて、土が見えないよう仕上げる。

鉢のサイズ
直径18㎝、高さ18㎝
材質 陶磁器

C ニシキシダ

正面

濃いグリーンで涼しげな形のプラスチックファーンを主役に、引き立て役に明るいライムグリ
ーンの葉のシンゴニウムを選びました。背が低く赤みがかった葉色のニシキシダを加えてバラ
ンスをとっています。

観葉植物の管理
観葉植物のほとんどは熱帯性ですので、
暑さに強く寒さに弱い性質があります。
一年を通して室内で楽しむことができ
ますが、春・夏・秋の暖かい季節は戸
外に置いても楽しむことができます。
真夏の直射日光は葉焼けする場合があ
るので、外に置く場合は半日陰になる
ところに置きましょう。

くろだけんたろう
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。新刊は『手づ
くりのスタンドに季節の花を 素敵
に飾る小さな庭』
（家の光協会）
。
フローラ黒田園芸 http://florakurodaengei.com/
UR PRESS vol.58
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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

NEWS
URが災害対策基本法に基づく
指定公共機関に指定されました
U

Rは7月1日に内閣総理大臣から災害
対策基本法に基づく指定公共機関に指

定されました。URは、これまでも大規模災
害の発生時には被災自治体に対し被災建築物
の応急危険度判定をはじめとした復旧に関す
る技術支援を行ってきましたが、この指定を

上／指定公共機関への指定にあたっ
ての交付式の様子 。左：山本順三
内閣府特命大臣
（防災）
、右：UR理
事長の中島正弘。
左／北海道胆振東部地震で宅地被害
の復旧支援にあたるUR職員。

機に、自治体支援の体制強化や、関係機関と
の連携強化により、一層の災害対応支援に取
り組みます。

NEWS

横

浜港発祥の地である
「象の鼻パーク」
。

パーク内にある
「象の鼻テラス」
で、公共空間
の活用や多様な働き方をテーマとしたトーク
イベントを開催しました。
これは、象の鼻テラス開館10周年記念展

です。参加者からは、開放的な空間で気持ち
よく仕事ができたとの声がありました。

ける、公園がより居心地よく快適な空間にな

ＵＲはこの実験を機に、公園の新たな機能

るアイデアの一つとして、UR本社周辺での

や会社員の自由な働き方が生まれることを期

エリアマネジメント活動として実施したもの

待しています。

From Editors

次号のお知らせ

「UR PRESS」59号は
2019年10月末発行予定です。

「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。
紙面にはない巻頭インタビューの動画なども掲載しています。ぜひ
ご覧ください。

UR PRESS

7

10

で 検索

https://www.ur-net.go.jp/
aboutus/publication/web-urpress57/index.html

https://www.youtube.com/user/URTOSHIKIKO/
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――のことを考えていないなあ

22 井戸では――水をくみ上げられます
24 ――シャツは、Ｔシャツとは異なり襟があります
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――隠して尻隠さず

7

この祭の由来については、
古くからの――が残されています

15

とろろ汁は、白飯でなく
――にかけて食べるのが好きなんです

16 カッパは――の生き物です
18 アルファベットでＸとＺの間
19 長年の――だから彼の好みは熟知してるよ
21 陰の反対
22 目的地までの経路を――に記しておいたよ
23 ぶらぶら歩いて楽しみます
25 地震――火事親父
26 ――風呂で、心地よい風に吹かれながら
のんびり湯に浸かる
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PRESENT
From 犬山市

1

にん とう

荵苳酒 ３名様
創業慶長2年。犬山市の小
島醸造がつくる
「荵苳酒」
は、
犬山城主が将軍家に献上し
た歴史を持つ、尾張最古の
酒。家康も好んだといわれ
る和製ハーブリキュールで
す。360㎖入り。

PRESENT

2

PRESENT
From 岩泉町

PRESENT
From 岩泉町

3

岩泉松茸酒「森の宝」
２名様
岩泉の地酒、龍泉八重桜に、
岩泉特産の松茸を浸け込み
ました。松茸の豊かな香り
が酒に溶け込み、飲むほど
に心地よい酔いに包まれま
す。300㎖入り。

4

龍泉洞珈琲 ２名様

地元の素材から手作りした、や
さしい香りの石鹸が評判の三陸
石鹸工房KURIYA。引き出しや
クルマに置いてさわやかな香り
が楽しめるシトラス系の石鹸ポ
プリをプレゼントします。

世界最高レベルの透明度を誇る
龍泉洞地底湖に湧き出す名水
「龍泉洞の水」
。この水で作った
贅沢な缶コーヒー（各190g）を、
ブラックとオリジナルブレンド
5本ずつのセットで。

●応募方法
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QRコードからもご応募いただけます。

セB イ ギ

9

C

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。

石鹸ポプリ ３名様

ケ セ ン ヌ マ シ

A

B

プレゼント＆応募方法

From 女川町

57号の解答

YouTubeでもさまざまな動画がご覧いただけます
UR都市機構の公式YouTubeでは、UR賃貸住宅、都市再生、
ニュータウン、震災復興など、URのさまざまな事業や情報を
動画でお伝えしています。
『UR PRESS』
オンライン版でこれ
までに紹介した動画や、テレビCMなどもアップ
しています。ぜひご視聴ください。

16

2

メートルの百分の１

「フューチャースケープ・プロジェクト」
にお

「食」はすべての世代の共通テーマであり、
URが考える高齢者や子育て世代など、さま
ざまな世代をつなげるミクストコミュニティ
の重要なツールの一つだと考えています。
こども食堂のように孤食を防ごうとする取
り組みの一方、巻頭インタビューの栗原さ
んからは、
「一人の食事の楽しみ方」
を教えて
いただきました。
今回の取材を通して感じたこと、それは
「食」は自由であること。友人や家族と共有
する楽しみ、一人で好きなものを独占する楽
しみ。人生において限りある
「食」の機会を
ただ消費するのではなく楽しむことで、人生
は随分と豊かになる。そう考えると、毎日が
楽しくなりませんか？

（UR都市機構・広報担当OY）

1 配偶者を大切にしている男性
2 浴室の壁や床に使われていることが多い
3 ――・竹・梅
4 あんな高級品、ぼくにはまるで――な存在だ
5 グッドアイデア
6 木の枝みたいな角を生やす
8 ドンドコドンドコ鳴らします
12 太陽系第６惑星
13 はじめのうち。――教育、――発見
15 お祭でもよく見かける、伝統的な照明器具
17 革の色に合わせた――をつけて磨いてください
18 赤や白のあるお酒
20 おみそ汁やボンゴレに使う二枚貝
21 難解で理解しにくい文章だ、

9 この軟体動物の墨はパスタにも使われます
10 十二支でヒツジとトリの間
11 卓球や新体操は――スポーツです
13 鍋の――が焦げついちゃった
14 ――メートルは、ミリメートルの10倍、

この公園で、URは6月11日、
「公園を

シェアオフィスにする社会実験」
を実施し、

青空のもと、公園で仕事をする人々。

1

タテのカギ

「象の鼻パーク」で
公園をシェアオフィスにする社会実験を実施しました

パズル制作 ニコリ

●応募締め切り
2019年10月31日木（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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