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街に、ルネッサンス

ハウスシェアリング対象物件を知りたい方は「ハウスシェアリング制度」のご利用にあたって

も
く
じ

豚肉とゴーヤのカレー炒め
◎材料（2人分）
豚薄切り肉 ・・・ 200g
ゴーヤ ・・・・・・・・1/2本
玉ねぎ ・・・・・・・1/4個
エリンギ ・・・・・・・・1本

◎作り方（調理時間15分）
1豚肉を一口大に切る。ゴーヤは縦半分に切り、ワタ
を取って薄切りにする。玉ねぎは8㎜幅の薄切りにす
る。エリンギは半分の長さに切って縦4等分にする。

2フライパンに（A)を入れて火にかけ、豚肉を炒める。
火が通ったら、玉ねぎ、エリンギ、ゴーヤの順に炒
める。

3火が通ったらカレー粉を入れて全体になじませ、醤
油を鍋肌から加えて味を調える。

お料理コーナーの番組出演をはじめ、雑誌・WEB媒
体にレシピやコラムを多数掲載。『私は「炭水化物」
を食べてキレイにやせました。』など著書多数。

監修
管理栄養士
柴田 真希

仕上げは、カレー粉を全体になじませてから、醤油を加
えて。味にムラができにくくなります。

油 ・・・・・・・・・・・ 大さじ1/2
にんにく（みじん切り） ・・1/2かけ
カレー粉 ・・・・・・大さじ1/2
醤油 ・・・・・・・・・大さじ1/2

（A）

　「もっと広いお部屋に住みたい」「会社や学校に近い便利な街に住みたい」「友達と楽しく安心し
て暮らしたい」――そんな願いをかなえるのが、ハウスシェアリング（＝ルームシェア）という方
法です。気の合う仲間と共同で契約し、家賃をシェア。そうすれば、一人暮らしでは難しい「広さ」
「設備」「エリア」などのグレードアップも実現します。

例えばひろびろ3LDKを3人でシェア
　URにはハウスシェアリングできるお部屋がいろいろ。間取り図を見ながら、あれこれ
生活をデザインしてみましょう。一人だけでは手の届かなかった「夢」も、これなら実現！

個室はゆとりのスペース
　それぞれ個室が持てて、収納も十分。各人の趣
味やスポーツの道具などもすっきりとしまえます。

うれしいバス・トイレ・洗面台別
　バス・トイレ・
洗面台別もシェア
なら実現。各人の
身じたくのタイミ
ングが重なる慌た
だしい朝もスムー
ズです。

　広いリビングやゆったりしたお風呂、十分な収納……
ワンルームではこんな住まいは無理だから、ハウスシェ
アリングにして正解。大学入学などで初めて一人暮ら
しをする人も、友達や先輩と
一緒に暮らせば家族も安心
するからオススメだね！

LDはコミュニケーションの場
　一人暮らしではなかなか得られない広さのリビ
ング、ダイニング。3人で語り合ったり、友達を
招いたり、コミュニケーションの輪が広がります。

○ご入居いただける人数は、原則として2名です。2名以上でも入居可能な物件がありますが、
その場合の人数は居室の数が上限となります。

○ご入居後に、新たな入居者を追加すること、または、ご入居された方が別の方と交代することは
できません。ただし、ご契約中に一部の方が他の入居者の方を残して退去することは可能です。

PC
または
http://www.ur-net.go.jp/kanto/housesharing/adult/

検索　UR　ハウスシェアリング

検索　UR  ハウスシェアリング制度　契約ご契約手続きなどの詳細は

費用を
シミュレーション
3LDKを3人で
シェアした場合

初期費用（3人の合計）
敷金：家賃3カ月分＝351,000円
礼金：なし ＝0円
仲介手数料：なし＝0円

1人 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 117,000円

1人 ・・・・・39,000円（共益費別）

月額契約家賃（合計）　117,000円
※金額は東京・多摩NTグランビ
ア南大沢（平成22年1月1日現
在）を例に算出しています。

※学生の場合、契約名義人はご
両親等親族の方となります。

ゆったり快適なキッチン
　生活の中でも重要なキッチンは、ゆったり快
適な仕様。3人一緒に料理するのも楽しそう。

さらに
更新料も
不要！

3人で割る

3人で割る

電話      0120-411-363
受け付け時間：午前9時30分～午後6時　定休日：年末年始



第11回
UR賃貸住宅居住者定期調査

にご協力をお願いいたします

　この調査は、UR都市機構が
昭和40年から5年ごとに実施
しているUR賃貸住宅の全国的
な統計調査で、今回は11回目
になります。UR賃貸住宅をよ
り良くしていくためのアンケー

ト調査です。皆様のご協力をお

願いいたします。

・調査の結果は、「○○といった意見が何％」という形で公表されますので、お名前、ご住所等の個人情報が公表・特定されること
はございません。

・ご回答いただいた内容は、本調査の目的のみに使用し、個人情報の管理につきましても法令に則り、十分な保護策を講じます。
・本調査を

かた

騙った詐欺などには十分ご注意ください。
 （本調査において、銀行の口座番号を聞いたり、金銭を要求することはございません）

【本調査委託機関】株式会社　サーベイリサーチセンター
【調査主体】独立行政法人　都市再生機構

●調査期間…平成27年10月下旬から12月上旬まで

●対象住宅…全国のUR賃貸住宅の中から無作為に選ばせていただきます。

●調査方法…①10月下旬、調査の対象となったお客様に、ご案内のはがきを郵送させていただきます。
 ②はがきが届いた後、調査の対象となったお客様に、調査票（紙）を郵送します。
 ③調査票が届いたお客様は、インターネットか調査票（紙）のどちらかで回答をお願いします。

（パソコンやスマートフォンで回答できます）
 ④インターネットで回答をいただいていないお客様のお宅へ、11月以降に調査員が訪問し、

調査票（紙）を回収させていただきます。

●調査内容…家族構成、年齢、収入などの世帯の状況、住宅の満足度、今後のお住まいの計画、高齢者支援・
子育て支援に関する施設・サービスの希望　などについてです。
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　団地にお住まいのみなさまのために、団地内にお店を
ご用意しています（一部団地）。スーパーマーケット、お肉
屋さん、魚屋さん、パン屋さん、喫茶店、美容院などなど…。
いちばん身近にある団地のお店。まだ入ったことのない
店舗にも一度入ってみてはいかがでしょうか？

●詳しい制度・物件紹介はウェブサイトから ➡ http://www.ur-net.go.jp/tenant/

❶ 権利金・礼金・手数料・更新料不要　資金負担を抑え、開業をサポートします。※敷金（6か月分）が必要です。
❷ 保証人不要　URの申込み資格を有していれば、保証人はいりません。
❸ 開業前3か月間、賃貸料無料　開業前の3か月間は、すべての店舗が賃貸料無料です。※最大3か月間
❹ 抜群の集客力　立地は団地の中心部。団地に暮らすたくさんの人々がお客さまです。
❺ 子育て支援、高齢者支援施設の賃貸料減額　通常の店舗賃貸料より減額します。
❻ 6か月間賃貸料無料のチャレンジスペース　新たに開業される方なら、開業から6か月間無料で施設を使用できるチャレンジスペース
をご利用いただけます（一部団地）。開業前の準備期間（最大3か月）とあわせて、最大9か月間の賃貸料が無料になります。

便利で身近な団地のお店

URテナントの6大メリット

団地でお店を開きたい人を募集しています  URがお店をお貸しします！

検 索URテナント
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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み替え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。

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！！

団地deキャンプ
　寒空の下で1泊2日の野外宿泊体験。テントの組み立てから
夕食・朝食の準備の仕方など、もしもの時に役立つ活用術を無
印良品とcolemanのスタッフの方 が々丁寧に教えてくれました。

団地内の広場で、野外
での宿泊を体験

防災ワークショップ
　各企業のブースでは、災害時に利用できる日用品の使い方の紹介など、
楽しんで防災の知識が身につく工夫がたくさんありました。また自治会・自主
防災会が出店した手作りご飯の販売にもたくさんの人が訪れ、大盛況でした。

「いつも」のモノで「もしも」に備える「団地deキャンプ」＆「防災ワークショップ」避難所のスペースは限りがあります。災害時に家で過ごせるよう対策を行いましょう。

家具は必ず倒れるもの
と考えよう

　家具を置くならなるべく背の低いものを選ぶのが最適。
転倒を防ぐためにL型金具や伸縮棒（突っ張り棒）で壁に固
定するなどの対策が必要です。寝室や子ども部屋には、大
きな家具は置かないよう心がけましょう。

家族で安否確認の方法を
決めておこう

　災害発生時に自分自身や家族の安否を確か
めあう方法として、伝言を音声で登録できる災
害用伝言ダイヤル「171」、携帯電話やスマート
フォンを使って安否を文字情報で登録できる災
害用伝言板があります。防災週間（8月30日～9月５日）のほか、毎月１日・15日などに
体験利用ができますので、サービスを利用してみましょう。

避難場所を確保しよう
　家族が離ればなれで被災した場合な

どに備えて避難所までの安全ルートは、ハザード
マップで確認しておきましょう。また、月に1度家
族で防災会議を開き、防災について話し合うことで、
さらに防災意識も高まります。

普段から備蓄を習慣にしよう
　災害が発生した場合、電気やガス、水道などのライフラ

インが止まってしまうことも！  ライフラインが使えなくても生活できる
よう、最低3日分の飲料水や非常食、非常持ち出し袋のサイクル備蓄
を行いましょう。

固定が必要なもの
タンス　食器棚　本棚　テレビ　冷蔵庫　
窓ガラス（飛散防止用フィルムなど）

これだけは備えておこう（非常備蓄品）
飲料水1人1日3ℓを目安
ご飯（アルファ米など１人５食分）、
ビスケット1～2箱、板チョコ2～３枚、
乾パン１～2缶など
下着2～3組、
衣類（スウェット上下、セーター、フリースなど）
トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど
マッチ、ろうそく、カセットコンロ

子どものいる家庭は
□ミルク
□紙おむつ
□ほ乳びん

□非常持ち出し品チェックリスト
□携帯用飲料水（ペットボトルなど）
□食品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレート）
□貴重品（預金通帳、印鑑、現金など）
□救急用品（三角巾、包帯、消毒液、ばんそうこう、常備薬など）
□ヘルメット・防空ずきん
□軍手（厚手の手袋）
□懐中電灯
□衣類（セーター、ジャンパーなど）
□下着
□毛布
□携帯ラジオ、予備電池
□洗面用具
□マッチ、ろうそく（濡れないようにビニールでくるむ）
□使い捨てカイロ
□ウェットティッシュ
□筆記用具（ノート・えんぴつなど）

無印良品は乾物でサラダを作ったり、もしもに備える収納展示
をしたりと、防災の知識や技を習得できる6つのブースを展開

町田山崎団地自治会自主防災ブース
では、手作りの熱々豚汁などを販売

桜美林大学の学生たちの協力でコマ回
しやけん玉、シャボン玉などが楽しめた
遊びのブースは子どもたちに大人気！

寒空の中のバーベキュータイム。
あったかごはんに心もほっこり大人も子どもも一緒にテントの組み

立て。完成したテントの中は広々と
していて「意外に広いね」との声も

FMさがみもワー
クショップに参加。
会場のにぎやか
な様子を放送

UR×防災 もしも に備えて 今 わたしたちができること
　わたしたちの想像を超える力で突然襲ってくる自然災害。“もしも”に備えて、まずは自分でできる防災対策から始めてみませんか？　
その一歩がいのちを守り、被害も最小限に防ぐことに。また、住民の皆さんから大好評だった、楽しみながら防災を学ぶワークショップの詳細もご紹介します。

●●です。
無事です。
××避難所に
います。

災害用伝言板は

災害用伝言ダイヤル「171」の使い方
伝言の録音 伝言の再生

「171」をダイヤル
音声ガイダンスに従って「1」をプッシュ 音声ガイダンスに従って「2」をプッシュ

連絡を取りたい被災地の方の固定電話番号を市外局番から入力
「1♯」を入力して伝言を録音または再生

※通話料が発生します。

町田山崎団地
子どもからお年寄りまで
楽しみながら防災体験

　「団地deキャンプ」と「防災ワークショップ」
は、UR都市機構が主催し、無印良品が企画運
営する防災対策「いつものもしも」をテーマに無
印良品やcolemanなどの企業各社と町田山崎
団地自治会・自主防災会が運営協力して行われ
ました。災害時、団地という大きなコミュニティ
では、普段の住民同士の交流が大きな力を発
揮します。このワークショップには子どもから
お年寄りまで400人以上が参加し、身の回りの
物を災害時に役立てる工夫
を学びながら交流を深
めました。自治会長
の吉岡栄一郎さんは
「楽しみながら防災
の体験ができるので、
人が集まりやすくて理
想的なイベントです」と言い
ます。自治会では、長年「もしも」
に備えた取り組みを活発に行っ
てきました。33年前から続く防
災総合訓練には約800人もの住
民が参加。初期消火訓練、AED
使用法の講習会などを年間スケ
ジュールに組み込み、防災意識
を高めているそうです。今後は、
「子どもたちの夏休みの思い出
になるような、花火やキャンプと
組み合わせた防災イベントを企
画したい」と話していました。

Check1 Check4

Check2

Check3

2015
2/28～3/1

お祭り気分で防
災意識を高めら
れるのがポイント

吉岡栄一郎会長会長

検索　総務省　災害用伝言サービス

参考資料：政府広報オンライン
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団地内の共用灯の球切れについては、管理サービス事務所・住まいセンター等へご連絡ください

住まいセンターだより 総　合　版

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）
豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル7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
☎048-711-7150（代）
さいたま市南区沼影1-10-1 
ラムザタワー5階

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

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県：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（函館市を除く）：緊急事故受付センター
☎011-261-7425

給排水関係
（有）関口設備
☎090-3774-6758

（株）大協設備工業
☎090-8272-5522

電気関係
三洋電工（株）
☎090-3774-3228

（株）大原電気工業
☎090-3779-4457

建築関係
（有）マルエイ菅原建設
☎0138-26-3925

（株）中野組
☎090-7059-2028

 団地名
函館湯の川
函館川原町

函館赤川通

北
海
道（
函
館
地
区
）

団地内駐車場のご利用にあたって

コンクリートは、音や振動に対して意外に敏感です。音に
対するトラブルを予防するためにお互い気をつけましょう。

お住まいの団地の共用灯
は、球切れが発生の都度交
換しております。
球切れ、球の黒化（両端

の黒ずみ）またはフリッカー
現象（光のちらつき）にお気
づきの場合は、管理サービ
ス事務所、住まいセンター
または住宅管理センターに
ご連絡いただきますようお願いいたします。また、お近くの
清掃作業員にお声がけいただければ、管理サービス事務所等
に申し伝えます。

周辺住宅へのご配慮を

共用灯の球切れについて（お願い）

水漏れ・排水詰り・断水・停電などの
緊急事故時の連絡先

お電話はおかけ間違えのないよう、番号をよくご確認
ください。特に、夜間はご注意いただくようお願いします。

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

騒音予防のポイント

・室内でジャンプなどし
ない。
・音が伝わりやすい板床は
カーペットなどを敷く。
・ステレオ、テレビ、楽
器（ピアノ）などは音量
に配慮する。
・深夜や早朝にドア、窓
などを開閉するときは
注意する。
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　毎日のちょっとした合間にできる簡単な
体操で体を動かす習慣を身につけ、健康づ
くりを始めてみませんか？ 背中が丸くなっ
て、あごが前に出たり、腹が出て反り腰の
悪い姿勢で生活や仕事が続くと、肩こりや
腰痛症の原因となります。

いき体操 いき ライフ！で

 　　　  　応募要項　　　①読者プレゼントクイズ　②投稿コーナー　　締切は9月15日（消印有効）
○応募方法　下記をご記入・ご用意のうえ応募してください。
　　　　　　　  ※必要事項1は、①または②のみでも可。

住所・団地名・氏名（匿名希望の方はペンネームも）・年齢・電話番号・
今号で気に入った記事、今後取り上げてほしいテーマ、本紙に対する
ご意見など

○あて先
右のあて先用紙を切り取っ
て貼付してください。
※応募作品は返却できません。
※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に
は使用いたしません。

〒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

応募内容に□を入れてください（複数可）。
□読者プレゼントクイズ　
□随筆・お便り・イラスト・写真

①読者プレゼントクイズ
・クイズの答え

②投稿コーナー 
・団地や季節などの明るい話題を300文字以内
・イラスト、写真（題材自由）

キ
リ
ト
リ

脚を肩幅に開い
て、両手を胸の前で
組みます。

背中、腰の筋肉をアップさせます。背
もたれをつかみ、腕と脚が水平になる
ように上体を倒しましょう。

初級編で物足りない人は
挑戦してみよう！

手のひらを上に向けて、
ゆっくり腕を上に伸ばして、
気持ちよく背筋を伸ばします。

そのまま、ゆっくりと
左右横へ曲げて、胸、脇
腹の筋肉を伸ばします。

1 2 3

一日に4～5セット
を目標に。上級編は
逆方向もやって
みましょう。

2010年までの29年間、体操指導者としてNHK「テレビ体操」「ラジオ体操」で活躍。現在は、全国ラジオ
体操連盟理事、日本体操研究所所長を務め、健康づくりのための実技指導や講演を精力的に行っている。

監修
長野 信一

必
要
事
項
2

必
要
事
項
1

vol.3　良い姿勢づくりの運動
～背筋を伸ばし、柔軟性を高める～

腕や脚が曲がっ
たまま、背中も
丸い状態では、
効果的な運動に
なりません。

NG（悪い例）

千葉県・村上
ガーベラさん

　私の仕事場は自転車で通勤できる
範囲に位置しています。しかし近い
からといって油断しているとけっこう
日焼けするものですね。昨年は会社
の人に「あらっ、いい色ね。どっか
に行ってきたの」と言われました。と

んでもない、働きづめの毎日ですの
に…。まさか立派な通勤焼けよとも
言えず、「ちょっと近場にね」と答えて
しまいました。今年は日焼け対策に
万全を尽くそうと頑張っております。

東京都・ヴェッセル木場南
ミミちゃんさん

　一見分譲マンションかと思うくら
い玄関の入口や玄関のドアのデザイ
ンのすてきな住宅で、大きなけやき
が何本も植えてあり、いま緑が非常

に美しいです。ベランダから運河が
見え、お風呂からベランダに出られ
るので、主人はドアを開けて露天風
呂気分にひたっています。

東京都・蒲田本町一丁目
杉山 邦夫さん

　東京都大田区の蒲田本町一丁目
団地の8階に住んでいます。
　昨年春、スーパーで買って食べた
カボチャの種を鉢にまいたら芽が出
てツルが伸び、秋に直径15㎝ほど

読者
からのレター

の実を収穫、おいしくいただきまし
た。今年もと思っていたら、花の鉢
の土からスイカが自然に発芽、早く
もツルが1m近くに伸び、黄色い雄
花が6個も咲きました。やがて雌花
が咲き、実がなると期待しています。
今年はカボチャ栽培はお休みです。

初級編
上級編

今春発芽
して咲き始
めたスイカ
の花

逆方向にも
トライ！
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　暮らしやすく明るい地域づくり
のため、左近山団地では住民自
身が課題を考え、行動する「くら
しのワークショップ」を行ってい
ます。活動から5つのプロジェク
トが生まれ、担当するグループ
ごとに今後の取り組み内容を紹
介する発表会が開かれました。

　団地への入居が始まって2年目
から続く恒例の夏祭りが、団地内
の運動広場で行われました。夏
休みに入ったばかりの子どもたち
や地域のみなさんが、盆踊りや
キッズダンスなど、たくさんの企
画を楽しみました。

　今年で42回目を迎えた夏祭り
は、団地内はもちろん、近隣住民、

　プロジェクトのテーマは、お年
寄りの見守りや生活支援ボラン
ティアの募集、団地内の安全を
守る夜間パトロール、伝言板の
活用法、樹木に手作りの「樹名板」
を取り付ける、といった参加メン
バーのアイデアが詰まったものば
かり。昨年12月から、テーマ選び、
内容の具体化、プレ活動などに
熱心に取り組んできました。
　発表会では、各グループが「お
年寄りが孤立しないように話し
相手になりたい」「団地内の樹木
により愛着を持ってもらえる」な
どプロジェクトのポイントを紹介
し、よりよい地域づくりへの想い

近くの希望ヶ丘小学校の保護者、
以前団地に住んでいた人など、さ
まざまな人が集まり、交流する場
になっています。出店で使える100
円分のチケットを希望ヶ丘小学校
の生徒に配るなど、子どもが楽し
めるように工夫を凝らしています。
　第1回から続いている盆踊りは、
大切に守ってきた祭りの宝。今年

［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。

①5カ所  ②6カ所  ③7カ所  ④8カ所  ⑤9カ所

［応募方法］　9月15日（消印有効）
株式会社文化工房へお送りください。詳しくはP7の
「応募要項」をご覧ください。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。

［前号の答え］　
③6カ所
※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。

7/5（日）私たちの手で地域を元気に。ワークショップの活動提案発表会
左近山（神奈川県横浜市旭区）

7/19（日）地域のみなさんとの交流の場。42回目の夏祭り
希望ヶ丘団地（東京都世田谷区）

団地レポート ～団地のイベントに潜入！～ 読者プレゼントクイズ
まちがいさがし 挑戦！に

を語っていました。発表会後、地
域のNPO、行政、UR都市機構
が意見交換する「ラウンドテーブ
ル」も行われました。
　今後、新たなテーマで活動す
るグループが立ち上がる機運も
高まっているようです。左近山を
愛する住民のみなさんの活動は、
これからも広がっていきます。

も、太鼓の音が響くなか、お年寄
りからかわいらしい浴衣姿の小さ
な子どもまで、幅広い世代がやぐ
らを囲んで踊りの輪を作っていま
した。区内の「パープルジャムダ
ンスクラブ」などが披露したキッ
ズダンスも大人気でした。
　また、会場には団地内のサー
クルなどが運営する、焼きそばや
綿あめなどの出店がずらり。お客
さんを呼び込む威勢のいい声と
香ばしい匂いに誘われ、大勢の
人で賑わっていました。

グループごとに活動内容などをまとめた
シートを作り、発表しました

地域を元気にするプロジェクトの発表会
に、多くの住民が集まりました

多くの人が集まったキッズダンス

夏祭りが地域
と多世代の交
流の場に！

柏倉自治会長

多世代が一緒に盆踊りを楽しんでいました
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