NPO 連携事業
①世田谷区住まいまちづくり相談
「住まい・まちづくり住宅相談ネットワーク」は、世田谷区の相談事業、
住宅街づくり総合相談を担当する世田谷区 NPO 法人 3 つで作っている団体
です。住まいの困った！を、まちづくりに関わる建築士としてアドバイス
していくこと目的にしています。
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①楽々住ミナール

今まで蓄積したまちづくりのノウハウを活かし、主に
玉川田園調布以外でまちづくりのお手伝いをしています

①楽々住ミナール
世田谷区は、第 10 期住宅委員会に諮問された「世田谷区で推進す
る住教育のあり方について」に対し同委員会が答申した「はじめよう
住まい・まち学習」により、住まいや住環境などに関する学習機会を
設けています。
2010 年 2 月 28 日、7 回目を迎えた「楽々住ミナール」も、あらためて「住
まい・まち学習」プログラムに位置づけて開催されました。
玉川まちづくりハウスは、世田谷区の住宅まちづくり総合相談員メ
ンバーの一員として、楽々住ミナールの企画運営をお手伝いしました。
「楽々住ミナール」という名称は、楽しみながら「住まい」に関す
る情報を学んでいただきたい、という願いがこめられたセミナーの愛
称です。今回は 4 本のセミナーと常設のパネル展示を用意しました。
②ネットワーク形成イベント

②ネットワーク形成イベント
( 財 ) 世田谷トラストまちづくりは、まちづくり活動を進める多く
の人たち同士の出会いの場を支援するために、
「食べる」「ひらく」「集
める」をキーワードに 2010 年、3 回のイベントを開催しました。玉川
まちづくりハウスは、その企画と運営を担当しました。
まちづくり活動の第一歩は「出会うこと」
、そして「参加すること」
から始まります。より多くの人たち同士が知り合って、個々の活動の
輪がつながるための「きっかけづくりの場」となることを願ってイベ
ントを開催しました。

・玉川まちフェスタ

■玉川まちフェスタ
毎年 5 月に開催しているバザーでは、多くの会員の協力を得てハウ
スのネットワークを拡大し、地域の理解者を広げる具体的で、大切な
活動となっています。
7 回目の今期は玉川まちづくりハウスの活動を知らせ、活動資金を
得ること、また、デイ・ホームと協力して、施設・介護保険制度改正
点の PR をすることという従来の目的から一歩進め、地域のお祭りと
して育て、定着させたいと 1 月から、準備を始めました。結果ほんと
うに多くの方にお手伝いいただくことができました。

「春」をテーマにした
デジカメ講座参加者の作品

地域のお祭りの第 1 歩としては成功といえるのではないかと思いま
す。来年度もこの方向で継続していきます。
（続きは p6）
お手伝いくださった方

44 人

来場者数

約 100 人

ミニコンサート来場者数

80 人以上

協力してくださった方

ガラリア・アビターレ

カリグラフィー講座

「ギャラリー・リブレ」

参加者の作品

「Say Cheese!」
スーパー田園
九品仏まちづくりセンター
東儀秀樹さんとスタッフ
おはなし pot
焼き菓子屋「かすたねっと」
北 +AR

第１回目

かすたねっとのお菓子は

食べるからつながるまちづくり～世田谷の農と食を考える～

森井さん

リピーターがたくさん

お手伝いくださったボランティアの方たち

第２回目
ひらくからはじまるまちづくり～自分の家や庭を地域にひらく～
第３回目
集めるからはじまるまちづくり～人・もの・資金を集める創意工夫～

■ NPO 法人玉川まちづくりハウス■
運営委員長
運営委員
監事

伊藤雅春
林泰義

植村攻
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五十嵐實

佐藤百合子

小西玲子 ( 運営委員 )

お借りしたテントが大活躍！

ミニブーケも好評でした

前田浩雄

事務局スタッフ
製作

平松陽一

九品仏まちづくりセンターで

ラ・ブーケットリーの

ギャラリー・リブレの朝市
吉見千晶

池田麻未

柴田希美絵

森井さんのお菓子も毎年大好
評です

2010 年 12 月 1 日
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地域協働事業
お手伝い事業

地域協働事業

世田谷区玉川地域を対象に活動しています

企画・調査事業
地域の資産を地域の暮らしに活かす事業

お手伝い事業

②楽多の会

それぞれの活動が発足するときの支援活動を行いました。その活動を担う人材が
別に現れて活動資金も別に調達し独立していくことが、ハウスの活動の特徴です。
今は事務局作業の一部を支援しています。

③クラシック音楽を楽しむ会

①玉川田園調布住環境協議会・・・事務局担当

④安全・安心まちづくり

2000 年度～ 2008 年度に 88 件、2010 年度は 4 月までに 4 件の新築
計画を受理しました。すべてが、建築主自身が居住する戸建て住宅で
した。
新しい建物が増えると、残念ながら樹木が切り倒され、みどりが減っ
ていきます。
道路に面した部分のみどりの工夫が、まちの様子を大きく左右しま
す。住環境協議会では、そのための工夫を地域にアピールしていけれ
ばと考えています。
2009 年にはまちづくり条例の改正へ向けて、区民とともに条例につ
いて学び、考えるフォーラムが開催されました。同年 7 月のまち歩き
ではフォーラム参加者の岩田満里子さんが参加されました。
2009 年 7 月 24 日
まち歩き
2010 年 10 月 10 日 まち歩き

①玉川田園調布住環境協議会

⑤ねこじゃらし公園
ネットワーク事業
①子育て支援活動
②社会資源発掘
③地域講座
④バザー
企画・調査事業
①園田邸

( 財 ) 世田谷トラストまちづくりの学生インターンシップ制度でまち

①ハウスニュース

歩きに参加された鈴木崇之さんに感想を寄せていただきました。

②冊子

NPO 連携事業
①世田谷区住まいまちづくり相談

①園田高弘邸の継承と活用を考える会プロジェクト
2008 年 11 月に産声をあげた「園田高弘邸の継承と活用を考える会」
もちょうど 2 周年、今年度はピアノの演奏と建築にまつわる講演を聞

情報発信事業

③ホームページ

CAM（コミュニティ・アセット・マネジメント）

実際に歩いていみると、緑が表に全面
に出ている住宅から細かくまとめている
ものまで、また同じ緑でも藪を壁のよう
に利用するもの、芝生を植えて開放感を
感じさせるもの、一本の木で存在感を示
すものなど、様々あるものだと改めて感
じた。これらの多様な緑が連続して一つ

くサロンを 3 回開きました。
2009 年 10 月 18 日 演奏：田村響
講演：内田青蔵
2009 年 12 月 20 日 演奏：平井千絵
講演：鈴木博之・後藤治
2010 年 5 月 30 日 演奏：大崎結真
座談会
毎回 50 名ほどのお客様が音楽とお話を楽しんでいます。また、昨
年作成した小冊子の改訂版を作りました。
この建物は目黒区にあるため、自由が丘住区住民会議や自由が丘街
づくり会社ジェイ・スピリット、自由が丘商店街振興組合などさまざ
まな方とハウスが協力して活動を行っています。
今年度は目黒区を通じて文化庁へ有形登録文化財へ申請をしまし
た。また、来年度に向けて大成建設自然歴史・環境基金の助成をいた
だき、シンポジウムを計画しています。

情報発信事業
①ハウスニュース
毎月月末に会員向けニュースを発行しています。ニュースではハウ
スの活動を紹介しています。今年度は特に力を入れている地域講座の
記事を中面に掲載しました。毎回講座に参加していただいた方にお願
いをして感想をいただき、それがまたスタッフ一同のはげみとなりま
した。参加してくださったみなさま、講師を引き受けてくださった先
生方、ありがとうございました。
ずっと連載していただいている竹内希衣子さんの「四季のメモ」の
コラムも好評です。

の沿道をなしている様子を目の当たりに
すると、この地域が持つ魅力を感じると
ともに、やはりそれを失わせてはならな
いと感じさせられた。（感想より抜粋）
まち歩きの様子

②地域の福祉を考える楽多の会・・・事務局担当
今年度、楽多の会では 2007 年に始まったアニマルセラピーを引き
続き行い、そのご縁でご近所の奥沢福祉園でもアニマルセラピーを実
施することができました。たくさんの方が参加してセラピー犬とのふ
れあいを楽しみました。
そのほかヨガ講座、レイキ、水曜日の
麻雀なども引き続き行われいつも大盛況
です。
楽多ツアーでは、鶴原邸の探鳥会、九
品仏お花見、等々力三田農園でのブルー
ベリー摘みなどたくさんのところへお出
アニマルセラピーの様子
かけしました。
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②冊子
今年度はせたがやトラストまちづくりの「ネット
文庫」部門で助成金をいただき、最近のハウスの活
動をまとめたものを作成中です。近々インターネッ
トで発表し、後日印刷して冊子にまとめます。
玉川まちづくりハウスの活動記録「みんなでホ
イッ」、「ねこじゃらし公園の 10 年」「地区計画とま
ちづくり協定のつくり方」の 2 冊のブックレット、
2006 年度に発行したマンガ本「玉川まちづくりハウ
スな日々」も引き続き好評発売中。

③ホームページ
現在ホームページをリニューアル中です。リニューアル後はさらに
見やすく、楽しい内容になる予定です。
今後も随時活動内容やイベント開催をお知らせしていきます。
7

④バザー

③クラシック音楽を楽しむ会・・・ハウスとの情報交換

7 回目となった今年の目的は「地域の人にもっと知っ パー田園からお借りしたテントが大活躍でした。
てもらうためにも単なるバザーではなく、地域のお祭

KEYAKI GARDEN の上野万梨子さんの「ギャラリー・リ

りにしよう！」
。そのために事務局は 1 月から動き出し ブレ」では千葉県松戸市の野菜農園「タケイファーム」
ました。

の朝市とクレープカフェ、
「Say Cheese!」ではイギリス

地域のお店に協力を依頼したり、読み聞かせグルー 産チーズのセール、そして「IN MY BASKET」では素敵な
プに子どものための読み聞かせや、地元にお住まいの モロッコのバスケットを用意してくださいました。
東儀秀樹さんに地域のためのミニコンサートを無理を
承知でお願いしてみたりと新しい挑戦をしました。

そして、3 時すぎからカフェえんがわで東儀秀樹さん
のミニコンサート。80 名以上が東儀さんの音楽を堪能

残念ながら当日は朝から雨でしたがバザー会場は、 しました。
「本当にすばらしかった！」の声をたくさん

毎月第 4 土曜日に植村邸で行われる「クラシック音楽を楽し
む会」も 2010 年 9 月で 134 回となりました。毎回 40 名前後の
お客さまがいらして大盛況です。
また「クラシック音楽を楽しむ会」から派生した宮本三郎記
念美術館の「音と映像で楽しむクラシック講座」のほうも今年
度も大人気で、毎回すぐに予約でいっぱいになってしまいます。
主宰の植村攻さんは、宮本三郎記念美術館でのオペラの会が
きっかけで、美術館の「人ひろば」の企画でも講演されました。
（関連記事４ｐ）

今年デイ・ホームのお向かいに新しくできた保育園に いただき、スタッフ側も感激！しました。東儀さんか
声を掛け、子どもコーナーが充実していたので大勢の らも「お客樣方の様子もとても上品で、それでいて気
親子連れがやってきました。毎年お店を出してくださ 取っていることもなくいい空気でした。またこのよう
る練馬の「かすたねっと」
「
、北＋ AR」のお菓子にはリピー な機会を」と言っていただきました。
ターができました。

④安全・安心まちづくり ( 防犯パトロール）

色々なことがありましたが地域のお祭りの第一歩と

第 2 会場のガレリア・アビターレでは、ハウスで行っ しては成功だったのではないかと思います。7 年という

発足当時の 2004 年はじめには 27 名が参加、2010 年 います。一方、パトロール隊もハウスの 2010 年から
には登録している方は 89 名になりました。

の展示、読み聞かせグループ「おはなし pot」の読み ど、
「ちょっとした同窓会、同級会、ＰＴＡ、いろんな

の新事業「住まいを学び実践する地域講座」では講
2004 年 4 月に発足した玉川田園調布防犯パトロール 師を勤めるなどの協働を行っています。
隊の活動は順調に推移し、空巣やひったくりなどは全

聞かせ、これまたご近所の森井さんのお菓子のカフェ。 仲間の情報交換の場にもなったりして」
「あのような場

くと云っていいほど無くなり、現在は地域安全活力に

雨にもかかわらず、大勢の人が来てくださり、盛り上 があるのはとてもいいと思う」といういただいた感想

溢れたまち、即ち清潔なまち、道行く人々が気軽に挨

がりました。地域通貨 DEN 参加店舗のエスプリ・ド・ の通り、楽しい場に育ってきたということでしょうか？

拶を交わし心が通い合うまちづくりに取り組んでいま

ビゴのお菓子とラ・ブーケットリーのミニブーケも好 みなさま本当にありがとうございました。

す。

ている地域講座、デジカメ講座とカリグラフィー講座 時間を掛けて関わってくださる方が多くなればなるほ

評でした。ここでは九品仏まちづくりセンター、スー

これまでに都道事務所さんとの協働で玉川浄水場前
のムベの植込みの整備など行い、玉川田園調布交差点

収入
売り上げ

289,000

かすたねっと
北 +AR
寄付

6,500
950
4,000
300,450

支出
利益

の歩道・車道のゴミはスーパー田園さん・ローソンさん・
アルファロメオ販売店さん・田園メイゾンさんの日常
の清掃のお陰で全く無くなりました。
パトロール隊は発足時から玉川まちづくりハウス

ムベの植え込みが茂ったま
ま放置されていた。2006 年
の 環 八 沿 い 歩 道（ 上 ） と、

と協働関係を保ち、2008 年・2010 年の「世田谷区地

清掃されきれいになった

域の絆再生支援事業」にも一体となって取り組んで

2009 年の状態（下）
。

− 87,184

213,266 円

⑤ねこじゃらし公園・・・活動参加
ねこじゃらし公園は 16 周年。4 月 18 日にバースデ
イイベントを行いました。

バザーの売り上げは
玉川まちづくりハウスの
運営費として使わせて
いただきました。

段ボールの型紙にマメをボンドで貼り付けるまめ
まめバッジ、恒例デッカイお絵かき紙コップにドン
グリを入れて弾ませるだけなのに意外に難しいドン
グリキャッチ、立派な紙の土俵の上で、紙の力士が
対戦する紙ずもうねこじゃらし場所・・・用意した
100 個の景品は瞬く間になくなりました。この様子は、
東京新聞の地域の情報板に掲載されました。
相変わらず、グループメンバーの維持、交代は大
きな課題ですが、子どもたちの歓声が次への原動力
です。
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ネットワーク事業
他の団体とネットワークすることで広がりを持ったり、こちらが企画して人と人との
結びつきを深めようという事業です

③地域講座：多彩な講座をご紹介します

①子育て支援活動

■フラワーアレンジ
2009 年 12 月 参加者 7 名
講師：神田勝弘先生

■プレーカーでの外遊び

高橋明子さん

世田谷区で子育て支援活動を先駆的に行っている KOPA の矢郷
さんからご協力を得て、
おもちゃを積んだ小さなリヤカー ( プレー
カー）を公園に持っていって、子どもの外遊びを推進するとい
う「世田谷区自然体験遊び場づくり事業」を月 1 回ほど行ってい
ます。今年度も引き続き等々力保育園と協働して園の敷地内にプ
レーカーを置かせていただき、保育園の地域交流の企画と連動し、
保育園のお向かいの「ねこじゃらし公園」で活動を行いました。
2010 年 9 月から地元在住の高橋明子さんにお手伝いをお願い
しています。ご自身も 2 人の女の子のママで、何度もプレーカー
に遊びに来てくださるうちに、
「お手伝いをお願いできますか？」
と声をかけたところ快諾してくださいました。
2 人のお子さんを連れてリヤカーを引いて行くのは大変かとも
思いましたが、1 人をおんぶし、1 人の手を引いていつも優しい
笑顔を浮かべながらなんでも難なくこなしてしまう頼もしいお母
さんです。地元のママ同士のつながりもありネットワークが広が
りそうです！

②社会資源発掘事業『宮本三郎記念美術館と地域の会』
宮本三郎記念美術館を応援している「宮本三郎記

講演者：白木健一
第 5 回「建築家・内井昭蔵がめざした人間的生活
の豊かさとは」

れました。

今回は等々力渓谷へ行きまし

神田さんにクリスマスのリース

た。実際に先生が撮ったアング

づくりを教えていただきました。

ルを参考に撮影し、午後は講評

同じ材料でもそれぞれ個性の出

会を行いました。先生のアドバ

る作品ができあがりました。

イスは具体的で毎回好評です。
5 月の玉まちフェスタでは作品
展示を行いました。
■おもしろ科学
2010 年 8 月 参加者 14 名
講師：内田高之先生

■ハーブティー
2009 年 12 月 参加者 9 名
講師：笠政美先生

今回は季節が冬ということで

地域講座特別編として小学

「冷え」をテーマにハーブの活用

生の自由研究をお手伝いする

法を教えていただきました。体

講座を行いました。1・2 年生

調や好みに合わせたブレンド法

のクラスは卵の殻でタイル絵

などハーブの魅力に惹き込まれ

を、3・4 年生は電池を使った

る回となりました。

ライトスタンドを作りました。

■カリグラフィー
2010 年 1 月〜 参加者 8 名
講師：根岸香津代先生

■リフォーム（防犯編・防災編）
2010 年 8 月・9 月 参加者 6 名・5 名
講師：前田浩雄先生

1 月から毎回少しずつ作品を

第 1 回のテーマは防犯。実際

第 6 回「いま注目！日常に生きる蒸気いろいろ」

仕上げていき、5 月の玉まちフェ

に空き巣被害に遭われた方のお

講演者：平山一政・河島奈津子

スタではガレリア・アビターレ

宅で講座を行いました。第 2 回

第 7 回「サッカーは世界の共通語」

で作品展を開催しました。和気

は防災をテーマに、支援制度を

講演者：片山洋一

あいあいの雰囲気の中、現在も

上手に活用して耐震改修をされ

月に一度のレッスンを継続中で

た前田さんにお話をしていただ

す。

きました。

講演者：内井乃生

「人ひろば」は奥沢～玉川田園調布～自由が丘の
地域にゆかりのある人物を講師にお招きして多彩な

今年もラ・ブーケットリーの

第 4 回「風野又三郎とジェット気流」

念美術館と地域の会」との懇談のなかから生まれた
講演会「人ひろば」
。今年度は第 4 回～第 8 回が行わ

■デジカメ
2010 年 4 月 参加者 10 名
講師：須藤正男先生

テーマでお届けする講演会となっています。

第 8 回「異文化との出会いと発見 -1950 年代 - の
アメリカとイギリス」
講演者：植村攻

2010 年度年間スケジュール
2009

10

おおきなかぶ
プレーカー
旧玉川村街並み
ウォッチング
園田邸音楽会
★八幡小学校
デジカメ講座

4

11
おおきなかぶ
プレーカー
地域講座
デジカメ
地域講座
カリグラフィー
地域講座
ハンギング
★八幡小学校
デジカメ講座

＊そのほか運営委員会、ニュースレターの発行、世田谷区の住宅相談などを毎月行っています。

12
おおきなかぶ
プレーカー
地域講座
フラワーアレンジ
地域講座
ハーブティー
園田邸音楽会
★ハウス総会
＆パーティー

2010

1

2

プレーカー

プレーカー

地域講座
カリグラフィー
ネットワーク形成
イベント①

地域講座
カリグラフィー
地域活動情報
交換会
NPO 提案型協働事
業最終報告会
楽々住ミナール

3
地域講座
カリグラフィー
ネットワーク形成
イベント②
ネットワーク形成
イベント③

4
地域講座
カリグラフィー
住宅相談
ネットワーク会議
地域講座
デジカメ
★ ねこじゃらし公園
バースデー
★みかも共生のいえ
イベント

5
プレーカー
地域講座
カリグラフィー
園田邸音楽会
★玉まちフェスタ

6
プレーカー
地域講座
カリグラフィー
せたがやまちづくり
ファンド公開審査会

7
プレーカー
地域講座
カリグラフィー

8
プレーカー
地域講座
カリグラフィー
地域講座特別編
おもしろ科学

9
プレーカー
地域講座
カリグラフィー
地域講座
リフォーム②

地域講座
リフォーム①

5

