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浜寺諏訪森を考える会

■ 堺 市まちづ くり市民組織 (まちづ くリグルー プ)に 登録 されま した

現在の諏訪ノ森駅舎の保存と活用、それを通じた浜寺諏訪森のまちづくリーー私たち

の活動を強化するために、5月 1日付けで堺市まちづくり市民組織 (まちづくリグル
ープ)の 認定を申請しました。そして、このたび、無事に申請が受理され、『浜寺諏

訪森を考える会』は 「堺市公認のまちづくり組織」として、新たなスタートを切るこ

とになりました。

まちづくリー 非常に曖昧な言葉で、一見難しいように思えるかもしれませんが、決

してそうではありません。この浜寺諏裁森を愛し、自分のできることを少しずつ始め

登_二と_歪主__室_生全重立埜埜庄逆送立。諏訪ノ森駅舎を残したい、安全で安心なまちで

あってほしい、商店街に賑わいを取 り戻 してほしい一一 本会はそれぞれの思いを大切

にして、精力的に活動を続けていきたいと思います。

会員のみなさん、知恵を出し合って、頑張つていきましょう。
そして、会員でないみなさん、私たちと一緒に頑張つてみませんか。

諏前ノ森駅含0保 存じ活用を通0こ

源守諏前森香者える舎 メンパー募集

源守調調森0将 菜にЭいこ真に若えこいきき0ど う

ご入会申し込み先一二

■長谷川 (本会事務局 ・有限会社ハセガワ)■ 芦田 (八百屋のあいちやん)
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■ 第 1回 勉強会を開催 しま した

去る6月 21日に第 1回勉強会が開催され、堺市建設局道路部連続立体担当の青山利

彦氏と北川仁美氏から 「連続立体交差事業の現状」、本会顧問 口羽衣国際大学産業社

会学部准教授の小川雅司氏から 「浜寺校区における人口とまちづくり」についての報

告がありました。また、諏訪ノ森駅舎と浜寺公園駅舎が紹介されたNHK『 にっぼん

木造駅舎の旅』を鑑賞しました。

「連続立体交差事業の現状」

堺市建設局道路部連続立体担当

青山利彦 氏 コ北川仁美 氏

はじめに、諏訪ノ森駅舎についての 「駅舎保存活用構想Jの 説明があり、保存活用の方向性とし

て、①次世代へ文化財的価値が継承できるような保存活用方策とする、②保存については、新駅

舎と離して配置する、③活用については、来場者が集い口憩いの場とし、施設運営については、

市民や民間活力を活かすこと、が確認されました。また、①駅前広場および新駅施設の機能に支

障が出る場合は、現駅舎の部分的な切り取りなどを検討する、②新駅の出入日と近くなるように

現駅舎の出入回は東側に配置する、③活用方策については、コスト意識を持つた運営形態を検討

する、といつた留意事項の説明がなされました。

つぎに、旧駅舎や公共空間を活用 した様々な

まちづくり活動の事例が説明されました。山

田県のNPO法 人 「西岩国 ・駅と広域まちづ

くりの会」は平成16年から、荒廃 しつつあつ

た駅を活気づけるために市民主導で土曜朝市

やミニギャラリー、地域交流会などに取り組

んでいます。また、大阪府豊中市の 「ひがし

まち街角広場」は、千里ニュータウン新千里

東町の近隣センターの空き店舗を活用し、交

流の場を開設。地元の主婦や高齢者が集まり、

毎日のように 「井戸端会議」が行なわれてい

ます。

ひが しまち街角広場

(http:〃e―senttjp/60mmOn/machikado.htmlより31用)

その他、兵庫県神戸市の 「旧居留置十五番館」のカフエ運営、二重県多気郡の 「まごの店」のレ

ス トラン事業、宮崎県日向市の 「ハロウィンまつり」と、「NPO法 人遊センター」のこどもまち

育て事業についての紹介がありました。



「浜寺校区における人日とまちづ くり」

本会顧問 口羽衣国際大学た教授

小川雅司 氏

まずは、都市学者 ロジェイコプスの書物 (JacObs,」.(1961)励 θ防 筋2″ブとわ θ/俳物rズmeric撫

9胎 0)の 一節 「味気のない画一的な住宅都市開発が古い都市が持つ活気 ・生命力を奪い、都市を

死に向かわせる」を紹介し、地域の個性、すなわち、.文化 ・歴史と非日常性 (…らしさ)を 活用

した 「まちづくり」が必要であることを指摘、そのためには、まず 「地域」を知ることから始め

なくてはならないことを強調されました。

そして 『国勢調査』を手がかり

に、浜寺校区の人日の変化につ

いての報告がありました。浜寺

校区 (石津町中5と石津町西5

を除く)の 人口構造の変化を見

ると、1965年 の10,803人 をピ

ークに年々減少し、2005年 には

8,240人 となっています。また、

1995年 の10代入日が2005年

には大幅に減少 (1,045人 ‐→8

63人 )し ている一方で、1995

年の40代 人口は10年後でも安

定的 (1,049人→1,041人 )で

ある、高齢化が年々進行しているなどの報告がありました。

その後、勉強会の参加者で自由な意見交換が行なわれ、若い世代が他の地域に漏出しないような

地域教育が必要である、相対的に住宅開発の余地がないために大きな人口増加が望めない、地域

の人ロデータを改めて見直すことで様々なことが分かつてきた、などの意見が出されました。

■ 活 動のワンシーンー…12月 20日 の 「クリスマスイルミネTシ ョン」より
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「浜寺検区における人口とまちづ くり」

本会顧問 ・羽衣国際大学准教授

小川雅司 氏

まずは、都市学者 ・ジェイコブスの書物 (Jacobs,」.(1961)務 θ防 肋初どと姥 θ/θttr ttmeric額

働拷め の一節 「味気のない画一的な住宅都市開発が古い都市が持つ活気 ・生命力を奪い、都市を

死に向かわせる」を紹介し、地域の個性、すなわち、,文化 Ⅲ歴史と非日常性 (…らしさ)を 活用

した 「まちづくり」が必要であることを指摘、そのためには、まず 「地域」を知ることから始め

なくてはならないことを強調されました。

そ して 『国勢調査』を手がか り

に、浜寺校区の人回の変化につ

いての報告がありました。浜寺

校区 (石津町中5と 石津町西 5

を除 く)の 人口構造の変化を見

ると、1965年 の10,803人 をピ

ークに年々減少 し、2005年 には

8,240人 となつています。また、

1995年 の10代 人口が2005年

1こは大幅に減少 (1,04軌 梓→8

63人 )し ている一方で、1995

年の40代 人口は10年 後でも安

定的 (1,049人 →1,041人 )で

ある、高齢化が年々進行しているなどの報告がありました。

その後、勉強会の参加者で自由な意見交換が行なわれ、若い世代が他の地域に漏出しないような

地域教育が必要である、相対的に住宅開発の余地がないために大きな人口増加が望めない、地域

の人ロデータを改めて見直すことで様々なことが分かつてきた、などの意見が出されました。

■ 活 動のワンシーンー‐12月 20日 の 「クリスマスイルミネーション」より
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浜寺小学校の児童による 「浜寺ブランド」の紹介

■ 人 が自慢の町。 つなが りが自慢の町。

池田 有紀 ・本会運営委員

「す ・わ ・の 。も ・り」。なんてロマンティクな響きなのでしょう。

そんな、なにか物語を感じてしまうような場所に件む、首いおうちの一部屋をお借り

して、お店を始めて、ちようど4年。なんの馴染みもない町でしたが、通学や通勤の

電車の窓から垣間見で、なんとなく気になっていた場所ではありました。

松の植えられた、ゆったりとした大きなおうちの向こう側には、洋館が覗き・ロロ。

と、何かしらオーラを放つていたのです。実際に降り立ったのは、北風吹きすさぶ冬

の日。猫の子一匹いない通りに立ち、長らく人の棲んでいなかったお屋敷を目の前に、
「こんな場所でお店をして、果たして客さんがいらしてくれるのかしら・・,」と不

安になりました。

「この辺りの人は、外食をする習慣がないから、お店をしても駄目だよ。」などと言

われつつ、1年 ・・・2年 ・… 3年 ・… ・。少しずついろんなことが知れました。

わざと店の庭を横切り、「ただいま !」や 「トイレを貸してください 1」と立ち寄る

子供達。無邪気な1年生も、はにかむお年頃に。ちょっとした家族構成がわかったり。

登下校時に、雨の日も風の日も、温かい眼差しを持つて立っている見守り隊のおばさ

ん。年配の方は、古き書き諏訪森を教えてくれます。

そして、今後の諏訪森のことを思い、考え、動く人たち。次第に、この土地で、しっ

かりと生活している人たちが見えはじめ、余所者の私も、愛着を持つようになりまし

た。

景観よりもなによりも、人が自慢の町。つながりが自慢の町。なにかが前向きに変わ

ることを期待 して、まずは自分の無関心に目を向けて、気づくところから始めてみま

す。とりあえずは、挨拶から,・ ・。

多くの方に来て頂きました


