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「子どもたちには健やかに育ってほしい」「安心して子育てがし
たい」―そんな願いに応えるため、UR都市機構では、豊か
な自然に触れながらのびのび遊べる環境や子育て支援施設の拡
充など、子育てをサポートする多彩な取り組みを行っています。

～充実の子育てサポート～

自然豊かな
遊び場がいっぱい！

　緑と水、生きものと触れ合える豊かな自然環境は、子どもたちにとって不可欠なものです。UR賃貸住宅では、地域の貴重な屋敷林、斜面林、せせらぎなどを、公園や緑道、水辺として保全・活用。さらに、生きものを観察できるビオトープや、元気に走り回れる芝生広場、四季折々に美しい植栽など、子どもたちがのびのび遊べる環境づくりを進めています。

地域で見守り育てる
URっ子！

子育て関連施設が
すぐそばに！

　お年寄りが気軽に声をかけてくれたり、育
児の先輩が気さくに相談に乗ってくれたり、
そんな風景も団地内では珍しくありません。
また、夏祭りや運動会などのイベントも多い
ので、子ども同士、親同士の交流の機会も
いろいろ用意されています。ここではみんな
で子どもを見守り育てるので、安心して子育
てができます。

　UR賃貸住宅は、子育てに必要な諸施設
を身近に備えているので安心です。保育園
や幼稚園、小中学校が敷地内や近隣に充実
し、小児科などのクリニックや総合病院など、
医療機関も敷地内など身近に整っています。
また、団地内で子どもを預かる保育ママや
一時預かり、さらには学童保育、病児・病
後時保育室を導入している物件もあります。

東雲キャナルコートのハロウィンパーティー（東京都江東区）

金沢シーサイドタウン並木二丁目の「ちゃいれっく並木二丁
目保育室」（神奈川県横浜市）

わが家のような安心感で過ごせる場所

ハートアイランド新田学童クラブ（東京都足立区ハートアイランド新田）
　ハートアイランド新田の敷地内にある「ハートアイランド新田学童ク
ラブ」は、ＮＰＯ法人ワーカーズコープが経営する施設で、小学校1
年生から3年生までの児童を最長午後8時まで預かっています。

　周囲に荒川河川敷の広大な風景
が広がり、開放感は満点。ゆった
りとした室内では、床に座って宿題に励む子もいれば、友達同士で遊ん
だりする子もいて、みんなが思い思いに自分の時間を過ごしています。
　その光景はまるで兄弟姉妹が多い大家族のよう。きっと、学校からも
家庭からも近いこの場所に、誰もがわが家のような居心地を感じている
のでしょう。
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編集・制作
株式会社文化工房
☎03-5770-7100

「雨の日も遊びたい！」
を応援します
　天候に左右されず、安全にのびのび遊
べるスペースも、子どもたちには必要で
す。UR都市機構では、自治体やNPO
法人の協力を得て、さまざまな遊具や設
備を備えた屋内型のキッズルームを整備
しています。畳コーナーや授乳スペース
などもあるので、赤ちゃん連れも大歓迎。
雨の多いこれからの季節、楽しい遊び場
としてキッズルームは大活躍します。

八千代ゆりのき台パークシティの
子育て広場（千葉県八千代市）
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●さらにくわしく知りたい方は コソダテUR で  検索　

●さらにくわしく知りたい方は コソダテUR　学童保育 で  検索　
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毎号、住みよい暮らしをサポートするURの取り組みをご紹介！
FOCUS on UR

放課後の子どもたちが
安心して過ごせる場所
「学童保育」

UR賃貸住宅には、小学校の授業が終
わった後に宿題をしたり遊んだりして
安全に過ごせる学童保育が整った物件
があります。今回は、そんな学童保育
の現場をレポートします。

URで
毎日が子育て日和！
～子育て世帯応援レポート～

vol.1

暮らしとUR都市機構をつなぐ、コミュニティ・ペーパー

平成26（2014）年

4月号
206号

かわつるグリーンタウン松ヶ丘の
集会所（埼玉県鶴ヶ島市）

街に、ルネッサンス

http://www.ur-net.go.jp

Topics

周囲には自然がいっぱい

畳の床も備える室内



　UR都市機構では、一定の要件に該当する高齢者世帯等の方に対して、居住の安定に配慮させていただくこととして、家賃改定に伴う家賃の上昇を抑制する
特別措置を講じております。
　この特別措置では、低所得の高齢者・母子・障がい者・子育て及び生活保護世帯を対象としております。適用要件に該当される方は申請手続きを行っていた
だきますようお願いいたします。

対象となる障がい等の程度

　テレビの地上波放送は、2011年7月に、アナログ放送からデジタル放送へ移行しておりますが、アナログテレビでも地上デジタル放送を視聴することができ
るように、ケーブルテレビ事業者が期間限定でデジアナ変換サービスを実施しています。
　デジアナ変換サービスは、2015年3月末までに終了する予定（※）なので、現在デジアナ変換サービスで地上デジタル放送を視聴しており、サービス終了後
も引き続き地上デジタル放送をご覧になる場合には、サービスが終了するまでにアナログテレビをデジタル対応にする必要があります。

（※デジアナ変換サービスの終了日は、ケーブルテレビ事業者によって異なります。）

ケーブルテレビのデジアナ変換サービス終了について （お知らせとお願い）

障がい者等駐車場利用料金減額措置のご案内

平成26年度家賃改定特別措置（新規申請）のご案内

　ＵＲ都市機構では、駐車場のご契約者様又はご契約者様と同居されている親族の方が、下記の障がい等の程度に該当し、世帯の中で所得のある方全員の合計
の所得月額（※1）が15万8千円以下（※2）の場合、日常の生活を支援するため、駐車場利用料金（消費税課税前）を10％減額する措置を講じております。
 なお、当該措置の適用を受ける場合は、申請手続きが必要となります。
 当該措置の詳細及び申請手続きにつきましては、お住まいの団地を管理している住まいセンター等にお問い合わせください。

※1 所得月額とは、年間収入を一定の方式で所得になおし、そこから控除額を差し引いた金額を12ヶ月で割った金額のことです。世帯ごとの収入の種類・世
帯構成によって控除額が変わり、所得月額が変わります。

※2 平成21年3月31日から現在まで引き続き減額措置の適用を受けている世帯については、20万円以下とします。

①身体障害者手帳の交付を受けている1級から4級の障がいのある方
②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級又は2級の障がいのある
方で常時介護を要する方

③療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で常時介護を要する方

④児童相談所、知的障がい者更生相談所又は精神科医等から重度の知的障が
い又はこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で常時介護
を要する方

⑤要介護認定を受けている要介護度が1から5である方

申請手続きについて
●平成26年4月の家賃改定で家賃が引上げとなった方が申請できます。
●管理サービス事務所や住まいセンター等でお渡しする『家賃改定に伴う特
別措置適用申請書（新規世帯用）』にご記入の上、必要書類を添えて、最
寄りの管理サービス事務所または住まいセンター等までご申請ください。

●申請期間：平成26年6月30日（月）まで
※期間内に申請が出来ない場合はお申し出ください。

申請手続きはお早めに
（建替事業に伴う特別措置とは異なりますので、ご注意ください。）

申請手続きに関するお問合せは、お住まいの団地を管理して
いる支社等または住まいセンター等までお問合せください。

※現在、特別措置の適用を受けていない方のうち、要件を満たして
いると思われる方は、管理サービス事務所または住まいセンター
等までご相談ください。
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URURに
お友達をご紹介ください!!にお友達

をご紹介ください!!

５ 年間 ５％ 割引！

ご紹介を受けた方が、ＵＲ賃貸住宅へ新規契約・ご入居された場合
金券をプレゼントいたします。

子育て・高齢者等世帯と支援する親族の世帯の双方が
同一団地、隣接する団地、概ね半径２キロ圏内の団地

のいずれかに近居することとなった場合
新しく
4 4 4

ご入居いただく世帯の家賃を
５年間５％（※）割引します！！

※お住まいの地域によってプレゼントの内容や適用条件等が異なる場合がございます。
　詳細は、お近くのUR営業窓口までお問い合わせください。　　

★高齢者（満60歳以上の方）がいる世帯
★子ども（同居する20歳未満の子、妊娠中を含む）がいる世帯
★障がい者（4級以上の身体障がい又は重度の知的障がい等の
ある方）がいる世帯

孫の顔が
いつでも見られるし、
万が一の時も
安心♪

忙しいときに
子供の面倒を
見てもらえて
助かるわ♪

子育て・高齢者等世帯 支援世帯

★子育て・高齢者等世帯を支援する直系血族
又は現に扶養義務を負っている３親等内の
親族がいる世帯

※割引期間は、入居開始可能日から起算して5年間です。入居時には近居が成立すること、親族関係を証明する書
類により確認を行います。なお、近居の相手となる世帯の家賃等支払い状況を確認し、家賃を滞納している場
合は家賃の割引は適用されません。また、毎年1月1日時点での近居状況を確認し、近居が成立していない場合
には、同年3月31日をもって割引を終了します。

※一部対象外となる団地や住戸があります。

近居促進制度実施中 ! !

注 意 事 項

世  帯  要  件

詳しくはお近くのＵＲ営業窓口へ!!

お 知 ら せ ❶

お 知 ら せ ❷

お の 耳 お で住 皆 寄 知 すま 様 り ら !!い へ な せ
平成26（2014）年 4月号 3



　あたたかな陽射しがようやく桜の蕾をほころばせたのが3月の最終週。今年の桜は4月に入り満開となりました。
URの中にも素晴らしい桜の風景を望む住居が数多くあり、今年も桜色に染まる華やかな和の風情に、住居者の
方々は目を楽しませていました。そんな首都圏URが誇る桜の名所をご紹介します。

埼玉県ふじみ野市・UR賃貸住宅　
コンフォール上野台
■アクセス：東武東上線／「上福岡」駅徒歩8分
■総 戸 数：1,042戸

　周辺に総合病院や大型スーパー、福祉の拠点「フクトピア」のほ
か、小中学校・保育所、地域子育てセンターが整備された快適な
環境にあるコンフォール上野台。
団地の入り口にはまちの桜の名
所「福岡中央公園」があり、ソメ
イヨシノや枝垂れ桜が見ごろと
なると、広場の芝生にスペース
を確保し、満開の桜を愛でる家
族の姿が多く見られます。敷地
内には、旧上野台団地から継承
した大木やいちょう並木が植え
られており、四季の移ろいを色
彩で教えてくれます。

千葉県船橋市・UR賃貸住宅　
アルビス前原
■アクセス：新京成線／「前原」駅徒歩7分、JR総武線／「津田沼」駅徒歩

18分またはバス5分徒歩1分
■総 戸 数：759戸

　アルビス前原の自治会を中心に、市と地域住民が力を合わせ創り上げた住
居空間には、教育・福祉・商業施設など、すべてが整った環境が作られています。
さらに、戸建て、民間マンションの住民が自治会に加入し、大きなコミュニティ
の環があるのも魅力。進化を
遂げるこの場所に残る懐かし
い風景といえば、新京成線前
原駅からアルビス前原へ続く
桜並木。旧前原団地の建て替
え時に伐採されるはずだった
桜並木を救ったのは、団地の
自治会です。並木道には今も
なお、心に染みいる優しいピ
ンクの美しい景色が続きます。

神奈川県横浜市・UR賃貸住宅　
コンフォール上倉田
■アクセス：JR東海道線・横浜市営地下鉄ブルーライン／「戸塚」駅徒歩6分
■総 戸 数：516戸

　戸塚駅から徒歩6分の便利な立地
であるにもかかわらず、広々とした敷
地内には公園やケアプラザも併設。ま
た、自然と挨拶が生まれるほど住居者
の交流が深く、自治会が行うイベント
を通じて、地域の方々との交流も盛ん
です。特に桜祭りは、敷地内に沿って
流れる柏尾川沿いの遊歩道に植えられ
た700本の桜の満開を愛でる花見客
で賑わいを見せます。濃いピンクに染
まる早咲きのオカメ桜と薄紅色のソメ
イヨシノの移り変わりも楽しめます。

東京都武蔵野市・UR賃貸住宅　
サンヴァリエ桜堤
■アクセス：ＪＲ中央線・西武多摩川線／「武蔵境」駅徒歩13分または

バス5分徒歩1分
■総 戸 数：1,120戸

　自治会が開催する4月の桜祭りに多くの人が訪れるサンヴァリエ桜
堤。武蔵野100選に選ばれた桜並木は、芝生公園中心に公園通り沿
いに続き、住居者や近所の人々の和みの場所として親しまれています。
並木は古木の桜もあり、棟へと続く閑静な小道に花びら舞い散る光景
は、詩のような情景。その優美さに心が癒されます。そんな心安らぐ
風景は、団地のあちこちに。既存の樹木が多く、屋上緑化も行ってい
る空間は、小金井公園、玉川上水、仙川水辺公園など、団地周辺の
環境にとけこんだ豊かな自然が広がります。ビオトープでは、都内に
いながら水辺に棲む鳥たちや生物との出会いも楽しめます。

心揺さぶる桜の風景を求めて

（左）桜の木が道を覆う。薄紅色に染まる花の
アーチをゆっくりと歩けば、心も華やぎます　
（中央）桜祭りが行われる芝生公園。芝生に横
たわりながらのお花見も　（右）桜に包まれ
る建物

柏尾川沿いを染める700本の桜
2色のピンクに心癒される

選ぶなら、次もUR！！
URからURへのお引越しならメリットがいっぱい！！
お引越しを検討されている方、
是非とも次もUR賃貸住宅へ！

住み替えるなら、次もUR賃貸住宅
●UR賃貸住宅からUR賃貸住宅に住み替える場合には、
ご契約までに敷金をご準備いただくことなく、入居され
る月の日割り家賃と日割り共益費だけで住替えOK。

●現在の家賃と同額又は低い家賃の住居に引越しされる
場合に限り、本来必要な収入額を確認できる書類の提
出を省略することができます。

※摘要条件などはhttp://www.ur-net.go.jp/kanto/
tsugimo_ur/をご覧ください。

町のシンボルの公園が桜の名所
親子の憩いの場でのんびりお花見

居住者の思いが守った
郷愁の桜並木

武蔵野100選の桜並木を歩く
癒しのひととき

風光明媚な桜の姿
安政年間から何度も改修された桜並木。川面にはカワセ
ミの姿も

見上げた桜と青空のコントラストが美しい

桜が暮らしに溶け合う憧れの住居

UR賃貸住宅についてのお問合せ先
UR賃貸住宅の空き室状況のお問合せは、フリーダイヤルへ。
午前9時30分～午後6時（定休日：なし／年末年始除く）

0120-411-363
インターネットでもお申込みができます。

≪24時間受付≫

http://sumai.ur-net.go.jp/
UR賃貸　申込み 検索

敷金を引き継げる！

収入確認書類の提出を省略できる！

お引越し

￥
今のお住まい 新しいお住まい

UR賃貸住宅に
お住まいの方
限定！！

4 平成26（2014）年 4月号 5平成26（2014）年 4月号



住まいセンター等の連絡先一覧
東京東住まいセンター
☎03-5600-0811（代）
墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル7階

城北住まいセンター　
☎03-3842-4611（代）
台東区東上野5-2-5 下谷ビル4階

東京北住まいセンター　
☎03-5954-4611（代）
豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザ15階

東京南住まいセンター　
☎03-5427-5960（代）
港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館1階

北多摩住まいセンター　
☎042-521-1341（代）
立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル10階

南多摩住まいセンター　
☎042-373-1711（代）
多摩市永山1-5 ベルブ永山6階

千葉住まいセンター
☎043-270-5151（代）
千葉市美浜区高洲４-５-15

千葉西住まいセンター
☎047-474-1191（代）
船橋市前原西2-12-7 津田沼第一生命ビル３階

松戸住まいセンター　
☎047-368-3800（代）
松戸市松戸1307-1 松戸ビル13階

松戸住まいセンター 茨城分室
☎029-853-1365
茨城県つくば市竹園1-12-2 第3・ISSEIビル2階

横浜住まいセンター
☎045-312-1131（代）
横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜7階

神奈川西住まいセンター
☎0466-26-3110（代）
藤沢市藤沢462 日本生命藤沢駅前ビル9階

横浜南住まいセンター
☎045-835-0061（代）
横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル3階

東埼玉住まいセンター　
☎048-941-5311（代）
草加市松原1-1-6 ハーモネスタワー松原3階

浦和住まいセンター　
☎048-885-9471（代）
さいたま市南区南浦和2-41-5 
メゾン大東ビル

西埼玉住宅管理センター　
☎049-263-2111（代）
ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301 
ココネ上福岡二番館3階

北海道住まいセンター　
☎011-261-9277（代）
札幌市中央区北3条西3-1-44
ヒューリック札幌ビル5階

函館市住宅都市施設公社　
☎0138-40-3601
函館市美原1-26-8

宮城県住宅供給公社　
☎022-263-0322
仙台市青葉区上杉1-1-20 ふるさとビル

新潟県住宅供給公社　
☎025-285-6111
新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社ビル

水漏れ・排水詰り・断水・停電などの緊急事故時の連絡先
東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県に
お住まいの方：
日本総合住生活（株）緊急事故受付センター
☎0570-002-004又は048-839-0901

宮城県：綜合警備保障（株）
☎022-213-8750
新潟県： 新潟県住宅供給公社電話代行サービス
☎025-280-1894

北海道：緊急事故受付センター
☎011-261-7425
北海道（函館地区）：セントラル警備株式会社
☎0138-31-8171

口座振替のお
申込みは、金融
機関窓口で受
付けています。

家賃等のお支払いは
便利な口座振替を
ご利用下さい！

　口座振替日は、賃貸借契約に定
める支払期日です。支払期日が休
日の場合は、翌営業日となります。
ただし、その日が３月31日かつ休
日の場合は、その前営業日です。

預貯金口座の残高確認を
お忘れなく！

　ＵＲ都市機構では、家賃等のお
支払いにつきましては、機構の指
定する銀行、信用金庫又はゆう
ちょ銀行の口座振替によりお願い
いたしております。
　まだ手続きがお済みでないお客
様は、団地の管理サービス事務所
又は住まいセンター等におたずね
ください。

住まいセンターだより 総　合　版

玄関・集合ポストへの
表札掲示のお願い

犬猫の飼育は禁止です

名札はかかっていますか？　
玄関扉脇に表札を出されていない方は氏名の入った表札

の掲示をお願いいたします。また、集合郵便受箱に氏名の
表示をされていない方は、郵便物が正しく配達されないこ
ともありますので併せてご確認ください。

　ペット共生住宅を除く団地では犬・猫等、動物飼育は禁
止です。
　飼育している方は愛着を持っておられますが、団地のよう
に大勢の方が住んでいる所では、動物に対して恐怖、嫌悪
感をお持ちの方や、アレルギーがある方もいらっしゃいます。
　また、鳴き声などでお困りとの苦情もありますので、共
同生活のマナーを守り、犬・猫等の飼育は絶対に止めてく
ださい。

玄関・集合ポスト
に必ず掲示を

団地内駐車場のご利用にあたって

契約自動車の変更について
　機構が管理する団地内駐車場をご利用いただく場合、利用契約書において駐
車する自動車を定めています。（「契約自動車」といいます。）
　従いまして、駐車する自動車を変更する場合には、必ず団地の管理サービス
事務所又は住まいセンター等にて届出等の
手続きを行っていただきますようお願いい
たします。
　なお、駐車場利用規則に駐車車両のサイ
ズ制限（車長・車幅・重量・高さ）を記載し
ておりますので、自動車の変更に際しては
事前に当該サイズ内であることを必ずご確
認ください。（駐車場利用規則は、利用契約
書に添付もしくは契約時にお渡ししていま
す。ご不明の場合は住まいセンター等にお
たずねください。）

1

誤駐車について
　駐車に際しては、誤った位置に駐車されますと当該位置の方にご迷惑をお掛
けすることになり、トラブルのもとになりますので、正しい契約位置に駐車頂
きますようお願いいたします。特
に契約位置の変更直後においては、
契約位置をよくご確認の上、駐車
をお願いいたします。

2

駐車区画内の駐車について
　契約位置（駐車区画）内における駐車に
おいては、隣接区画の入出庫及び車路の
通行に支障の無いよう、区画中央等への
駐車を心掛けていただきますようお願い
いたします。

3 賃貸借契約第17条
動物飼育の禁止  第17条
乙は（借主は）、賃貸住宅
のある団地内において、
小鳥及び魚類以外の動物
を飼育してはならない。
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7面

8面
4・5面

1面
UR賃貸住宅の
小話をピックアップ！

　快適な住まいづくりに関するちょっと耳よりな情報を紹
介する「住まいの快テク」、UR賃貸住宅が身近な疑問に
お答えする「教えて！ UR　Q&A」の連載が今号から新た
にスタート。今後は読者の皆さんからのお便りを紹介す
る「読者からのレター」コーナーも掲載していきますので、
皆さんからの投稿をお待ちしています！　宛先などくわし
くは、右の投稿要項をご確認ください。

UR賃貸住宅の
ニュースをピックアップ！

　「コミュニティ広場」を「コミュニティ通信」としてリニュー
アル。各団地のさまざまな出来事を紹介していきます。
　また、イラストを見比べて異なっている部分の数をあて
る「読者プレゼントクイズ」もありますので、ぜひチャレ
ンジしてみてください。

UR賃貸住宅の
多彩な取り組みをピックアップ！

　「FOCUS on UR」は、居住者の方にとって重要な話題を、
最新の事例や現場レポートを交えながら紹介するコーナー
です。いつでも安心・快適に過ごしていただくため、UR
賃貸住宅がどのような環境づくりを行って
いるかお伝えしていきます。
　また特に取り組みが充実している子育て
分野の情報については、「URで毎日が子育
て日和！」の連載コラムで取り上げます。

UR賃貸住宅の
さまざまな表情をピックアップ！

　いろいろな環境の違いによって、それぞれに異なる魅
力を持つ団地。そんな各団地のすてきな表情にスポットを
あてて紹介するのが「いいね！ UR」のコーナーです。きっ
とUR賃貸住宅のバリエーション豊かな環境に驚かれる方
も多いはず。各団地で居住者の方がどのように過ごして
いらっしゃるのかも垣間見ることができます。

投稿要項
本紙への投稿を募集します

図解でわかる緑のカーテン効果

夏場の住まいの暑さ対策には、植物による「緑
のカーテン」が効果的です。日差しの熱エネル
ギーを約80％カットし、直射日光だけでなく窓
付近の地面や壁などからの伝導熱も減少。室温
を下げ、冷房費も削減します。

生活に関わるあれこれを
科学の視点から見てみましょう。

緑のカーテンで
夏の暑さ＆省エネ対策！

①お便り＝随想、わが団地、季節の
便りなど明るい話題を300文字以
内で。

②投稿イラスト・投稿写真＝題材自由。
●応募の方は、住所・氏名・年齢・
電話番号と、本紙で気に入った記
事、取り上げてほしいテーマを書き
添えて、下記へお送りください。（匿
名・実名の別を明記。原則的に応
募原稿は返却いたしません）

　［宛先］
 〒106-0032 
 東京都港区六本木5-10-31矢口ビ
ル4F

 株式会社文化工房　yourらうんじ
編集室

●締切＝5月15日
●採用された方には薄謝を進呈します。
※ご記入いただいた個人情報は掲載と
薄謝の送付以外使用いたしません。

ベランダの場合、片側の窓は覆わず、手すりから
60cm以上空けて設置。避難路もふさがないよう
にしましょう。

URでは、手がける住宅に対して
どんな環境面での取り組みをしているの？

　UR都市機構では、身近な緑を提供しヒートアイランド現象
を緩和する、屋上緑化事業を進めています。平成5年度から
独自に技術開発を行い、これまでに15.3haを整備しました。
平成24年度には、建替を行った
シャレール恵比寿（東京都渋谷
区）などで屋上緑化を実施。同年、
これまでの取り組みにより、「日
本造園学会特別賞」を受賞して
います。

　UR都市機構では、さまざまな環境配慮への取り組みを行っ
ていますが、その一つにUR賃貸住宅で
の緑のカーテンづくり支援があります。平
成24年度には、ゴーヤの栽培キットを約
270団地、約10,000戸の住宅に提供。
　これにより、各戸の暑さ対策、省エネ
に貢献するとともに、植物を育てることに
よる団地内のコミュニティ形成にも寄与
しています。

そのほかに緑化に関して
どのような取り組みを行っているの？

「緑のカーテン」に適したゴーヤや朝顔、ヘチマなどのつる性植物は、種や苗からプランター
で栽培できます。4～6月が種のまき時、苗の植え時。日差しを遮るほか、花を楽しんだり、
実の収穫も期待できます。今年はぜひ緑のカーテンにチャレンジしてみませんか。 シャレール恵比寿（東京都渋谷区）

Q

Q

A

A

住まい 快テク

vol.1

省エネにもつながる！

日射の遮へいによる
透過（放射）の減少

窓（壁面）の温度上昇
（伝導熱）の抑制

室内温度の上昇を抑制

空調機器の使用抑制

透過

伝導熱
反射

日射

教えて！UR Q & A

参考：環境省HP「グリーンカーテンプロジェクト2013」

さらに

栽培キットで順調に生
育したゴーヤの実

新コーナーを紹介します。 ますます親しみを持って読んでもらえる
魅力的な紙面をめざしていきます

を リニューアル！
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　東京駅からわずか2kmの都心に位
置するリバーシティ21。3月21日に
は月に1回開催されるグリーンプロ
ジェクトの活動が行われました。この
活動は、「もっと緑を増やそう！　みん
なで野菜を育てて、一緒に食べよう」
をコンセプトにして2013年6月から
URがスタート。サポーターと呼ばれ
る有志のメンバーが、団地の敷地内
の菜園などで育てている植物の世話
を通して、居住者同士の交流を楽し
んでいます。

　今回は3家族6名のサポーターが
参加。ブロッコリーのわき芽・ネギ・キャ
ベツ・ラディッシュの収穫、ミョウガ
の植え付け、ジャガイモを植えるため
の土壌の準備など、およそ1時間の活
動に精を出しました。
　今後の活動の展望として、「普段の
居住者同士のコミュニケーションが災
害時等には安心感につながるので、さ
らにサポーターを増やして、年齢を超

えたつながりをつくっていきたい」と団
地マネージャーの蔦谷氏。
　5月17日（土）にはゴーヤやサツマ
イモなどの植え付けイベントを予定し
ていますので、サポーターにご興味の
ある方はぜひ参加してみてください。

都心の超高層団地の真ん中で体験できる土い
じりは大好評

［応募方法］
答えと、住所・氏名・年齢・電話番号と今号で気に入った記事、取り
上げてほしいテーマを書いて、5月15日（消印有効）までに7面［投稿
要項］の宛先へお送りください。正解者の中から抽選で10名様に図書
カードを進呈します。

［問  題］
同じように見える2枚の絵には、いくつか違うところがあります。
何カ所あるでしょうか。
①1カ所　②2カ所　③3カ所　④4カ所

今号からイラストクイズがスタート！
ぜひ挑戦してみてください。

読 者
プレゼント
クイズ3/21（祝）都心の団地で野菜を収穫

リバーシティ21　イーストタワーズ、イーストタワーズⅡ（東京都中央区）

「たくさん穫れたよ！」収穫した野菜を手に記念
撮影

おいしく食べられる部分を教えてもらいながら
収穫

まちがいさがしに挑戦！
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