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見つける。踏み出す。
このまちの一歩先を考える人へ
To the person who foresees one step ahead in our town.
協働ステーション中央
Kyodo Magazine Vol.35
2020 December
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駆け抜ける人たち・第 11 回

地域との関わり方をアップデートする
都心の町会コミュニティ

担い手の輪を広げ、活動を次世代につなぐ取り組み
人形町二丁目浪花会 青年部長

―磯部さんは人形町生まれ人形町育ちなんですよね。

はい。人形町で100年以上続く芸者の家で生まれ育ちました。

磯 部 一 郎さん

当時は毎日違う人の家でご飯を食べさせてもらったものです。
一方、最近この辺りではファミリー層向けのマンションが増え
ましたね。地域に人が増えるのは嬉しいことだけど、住民の顔
が見えにくくなってしまったなと感じることもあって。そこで4年
前に、そうした人達にも浪花会の活動に参加してもらおうと、
町会外から参加できるLINEのサポーターズグループを始め
ました。気軽に参加できるイベント情報を発信して参加のハー
ドルを下げ、継続的に関わってくれる人の中から運営の担い
手を増やしてきました。現在青年部は約40人。一連の取り組
みで約3倍になったんですよ。
―今年の活動や地域とのつながりにコロナは影響はしまし
たか？

青年部のメインの活動はイベントなので、これができないと成り

―オンラインを活用してつながりを広げた。青年部の運営で

立ちませんね。LINEでイベント中止を伝えて、了解と返信をも

大事にしていることは？

らうだけ
（苦笑）。そんな時、知人から飲食店のマップを作りた

関わる人が平等であることですね。以前はあくまで地元の人が

いと相談があり、人形町で出前ができる店の情報を載せたマッ

中心で、年功序列や縦社会などもありました。けれどボトムアッ

プを作成しました。サポーターズグループのメンバーが集めた

プで主体的にしたいことができるよう組織化し、相手を信じて役

情報をアップしています。町内外から好評でした。

割を任せたんです。広報、IT、会計、外交、制作、そして僕は

―出前マップにも磯部さん独自の戦略が隠されているのでは？

人事。よそから来た人も地元の人と同じ半纏を着て、息子や娘

そうですね。僕のねらいはコミュニティを大きくすること、出前マッ

たちにかっこいい姿を見せられる喜び、任されるやりがい。そこ

プをきっかけに町会の輪の中に入ってもらうことでした。自分の

に火をつけました。マンションの人から“浪花の人”になり、コミュ

お店の宣伝になればと新しい人も参加してくれて。近隣の町会

ニティづくりを一緒に考えてくれる仲間になりました。

からもやり方を教えてほしいと問い合わせをたくさんいただき、

―青年部では誰もが活躍するチャンスを持っていると。なぜそ

YouTubeに方法を載せて広く発信しました。もっと立派なマップ

こまで取り組んだのですか？

を作っている町会もありますよ。

親しくなったレストランのシェフから
「人形町はもうちょっとオー
プンなまちだと思っていたよ」と言われて、とても悔しかったん
です。自分なりに開いていたつもりでしたが、外から来る人に
住民の意識調査では、
単身世帯も町会活動
に興味を持ってくれて
いるものの、入り方が
わからないという実態
をつかんだ。
そうした
人にも関わりやすい
仕組みを構想中。

はそうは見えていなかった。このままではいけない、地域が滅
びてしまう。開かれた地域コミュニティを作る必要性を感じてき
ました。地域愛100％の僕からすると、さすが人形町だね、と
言わせたいプライドがあったりもして
（笑）。
―悔しい思いが行動の原点なんですね。なかなか難しい課
題ですよね。

大変です。変えていくことへの反発も当然あった。だからまず
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人形町浪花会 青年部

る、

人 形 町 二 丁目を範 囲とする町 会 。約 5 0 0 世
帯、近年マンションに住む若手・ファミリー世帯
も多い。主な活動は例大祭、餅つき、夏の子ど
も会 、B B Qイベントの企 画 運 営 。子 育てに共
働きにと忙しい 親 世 代 が 参 加しや す いよう
「LINE」
「 Evernote」
などのSNSやITツール
活用にも力を入れている。
http://naniwakai.org/seinenbu/

P r o f i l e

磯部 一郎
（いそべ いちろう）
人形町出身。会社員を経てIT・システム開発分野で起業。社会起業家・
経営コンサルタントとして複数法人の代表を兼務。2017年6月から当町会
青年部長。
人間力開発、
地域社会の再生、
コミュニティ創りを得意とする。

コラム

町会活動がもたらした、
新しい住民と
地域コミュニティの接点
は町会のメンバーに現状を理解してもらうため、住民の意識
調査をしました。結果、町会に閉鎖的な印象を持つ人やイベ
ントに参加する方法がわからない人が多いと分かったんです。
それなら新しい方法もやってみよう、と最後は皆が背中を押し
てくれた。
でも、こうしたことは地元で育った僕だからできることなんです。
育ててもらった地域に恩返ししたい、地域をよりよくしたいとい
う思いが逆風を跳ね返していける。そして同じ思いを持つ人と
共鳴することで、地域自治の方法を変えていけると思っていま
す。変化の兆しも見えてきて、他の町会への展開もお手伝い
しています。
―地域をずっと見てきた磯部さんだからこそ、改革をけん
引できたんですね。今後活動を通じて地域で果たしていき
たいことは？

他の町会のお手伝いがしたいですね。僕が感じた地域社会
の課題は他の地域にも共通すること。浪花会だけが新しい人
を巻き込んで盛り上がるのではなく、中央区全体が活気づくよ
うな、都会ならではの地域コミュニティのアップデートができた
らいいなと。僕と同じように今まで地域の輪を作ってきた人だ
けでなく、これからそこに加わってくれる人に対しても、思いが
行動につながるための火付け役でいたいですね。

大森 貴志（おおもり たかし）さん
夏に毎日お囃子の音が聞こえる人形町が好き
という大森さん。
「 祭り好きなら町会に入って神輿
担いだら？」
と知人の気さくな誘いから、青年部の
メンバーに。会社員として働いてきたスキルを活
かし、IT・広報として、紙とインターネットでの活動
発信やイベントのポスター制作を担っている。
「町
会が地元の人以外お断りという雰囲気だったら、
輪の中には入らなかった」
と当時をふりかえる。最
近は末廣神社の祭りで神輿の誘導をする等、大
好きな祭りの運営を担う機会も増えた。
「 町会の
人に顔と名前を覚えてもらい、“大森さん”と声をか
けてもらえることがうれしい」
と語る。
オンラインの時
代でも、人とリアルに関わる居場所に価値がある
ことは変わらない。
人形町に役割ができ
「好きなこと」
を叶えてい
る。彼のように新しい住民がすんなりと溶け込め
る、
開かれたコミュニティの未来はとても明るい。
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今 日 ︑ど う ？

都心の芝生がみんなの居場所に

育てる芝生
〜イクシバ！プロジェクト
尾木 和子さん

マンションが立ち並ぶ晴海地区。
公園の芝生づくりを
通じて、
ゆるやかな地域のつながりを生み出す
「イクシ
バ！」
は、
住民や町会、
行政と協働し黎明橋公園の芝
刈り・雑草取り・水撒きなどを行っている。過去に区か

オーラルヒストリーで
新たなコミュニティのあり方を探る
一般社団法人

和のたしな美塾

宮本 季依さん

江戸の風情が残る佃島・長屋のまち月島で、
高層マン
ションが増えている。
新たに入居する住民は、
地域の
文化や歴史、
長年暮らす住民と接点を持つ機会が少
なく、
コミュニティ形成が課題となっている。
「まちは住む

の運営を築いてきた。
「芝生を育てていると愛着がうま

は、
人々のまちの記憶を紡ぐことで新たなコミュニティの

れる。
その愛着が公園や地域を大切する思いへと変
わる。
そうして自分のつくった場所が“みんなの居場所”
になっていくのです」
と尾木さん。
今では、
不動産会社
から声がかかり、茨城県つくば市にあるマンションで、
入居者や地域住民がボランティアで公園の芝生を育
てる指導も行う。新たな都市のコミュニティとして企業
からも注目が集まっている
イクシバ！サポーター募集中
人材と資金の両面から支えてくれる人を募集。
芝刈りは年齢やスキルを問わず誰でも参加可能。
サポーターには特典も。詳しくは団体まで。
お問合せ：https://ikushiba.com/

協働ステーション中央に登録する︑
約200の団体︒

人たちの関係性や記憶でできている」
という宮本さん
ふだん見られないその活動の断片を伝えます︒

ら公園の芝生管理を依頼され、
地元町会と市民参加

在り方を探りたいと、
住民が思いや暮らしを語ったオー
ラルヒストリー動画を制作。
芝浦工業大学のゼミと協働
し、
ウェブ上でアーカイブ配信をしている。
また、
地域住
民を招いた上映会では新旧住民の意見交換も活発
だ。
昔ながらの佃島・月島の良さを引き継ぎ、
これからの
まちづくりに活かせるように…。
新しいまちの誇りを生み
出す挑戦は続く。

上映会開催パートナーを募集
アーカイブ動画
「心に残る・未来に残したい記憶 佃島・
月島百景」
を上映してくれる団体・場所を募集。
小学校
の課外授業なども歓迎です。
詳しくは団体まで。
お問合せ：Info@tsukishima100.com
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協ステ
大 解 剖！

協働ステーション中央（協ステ）の魅力に迫るこのコーナー。
施設の使い方から誰でも参加できるイベントのこと、ユーザーの声まで！
あなたと協ステをつなぐ情報を発信します。
行政との協働を
考えているが、
何から始めれば
良いかわからない…

協働の足がかりや事業運営の強化に。
「団体登録」受付中！

団体を
立ち上げたばかり。
運営が安定せず
会議室を借りる
資金がない…

〈登録すると受けられるサービス〉

協ステに
「団体登録」
すると受けられるサービスがあります。中央

①中央区協働事業提案制度の申請

区で活動している／活動したいボランティア・NPO団体が対象。

②社会貢献活動事業補助金の申請

登録には申請が必要です
（偶数月の末日締切）
。その後審査があ
ります。作成ポイントは、スタッフへの事前確認がオススメ。オ
ンライン相談も可。お気軽にご連絡ください。

申請書類のダウンロード・詳細はこちら➡
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