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特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会 会報 第2号

ＮＰＯとまちづくり
「
まちづくり」
の始まり
浜 寺 諏 訪 森 を考 える会 が生 まれた頃
には、「まちづくり」
が話題になっていま
した。しかし、具 体 的 に何 が問 題 で、
それをどう したいのかといった方 針 も
ありませんでした。

自治会とコミュニティー
まちを代 表 す る制 度 は自 治 連 合 会

人々がふれあう機会を作る

これらの場 所 で、どのよう な催 しを

です。会 長 さ んや 役 員 の方 々 が色 々 す れば、まちの人 たちが気 軽 に集 まっ

とお世話をされて、行政その他の機構 て、交 流 を深 めることができるよう に

との連 絡 や 日 常 のサー ビスをしていま なるのか、まだ手 探 りの段 階 です。文

作 られましたので、子 供 たちが集 まっ

す。行 政 と市 民 のあいだの橋 渡 しをし 化会館は二つの図書館運営を軸にして
ているのです。

しかし、まちの人 たちがお互 いに話 て楽 しく学 べるよう に、工 夫 さ れてい

合 ったり、助 け合 ったりす る機 会 は余 ます。図 書 館 がお休 みの日 には、読 書

平成２６年７月２７日（日）午後５時より９時まで

そこそこ居心地の良いまち

り あ り ま せ ん。このま ち が出 来 た頃 会、手 話 教 室、囲 碁 教 室、英 会 話 教

は、ご近所のおつきあいがあり、その中 室、な ど が毎 月 一 回 開 催 さ れていま

からお世 話 をす る人 が現 れてコミュニ す。先月からは写真クラブが発足しま

ティー が出 来 ていましたが、戦 時 中 の した。会 館 は使 いませんが、歩 こう 会

隣 組 から戦 後 の自 治 会 組 織 に移 り変 も定着して来ました。

このよう な場 では、見 ず 知 らず の人

わり、コミュニティー の本 質 が歪 んでし まち中がお知り合い
まいました。

たちが新 しいおつきあいを始 めること

駅舎の保存をきっかけに、その周辺 が出 来 ます。会 館 に行 けば毎 日 何 か

市民が働きかけるまちづくり

に人 が集 まり、声 を掛 け合 い、話 し合 会 があるという よう になれば、もっと

新 しいまちづくりが、そこから始 ま

くなります。

い、交 流 の場 が広 がれば、まち全 体 が 多 くの人 たちが知 り合 いになり、親 し
ご近所のおつきあいになります。
そ う いった、手 探 り の中 で、最 初 に

「
まちのえき」
という場所が開かれまし ります。駅 舎 の活 用 策 では、お茶 を飲

た。そこでは「
四 つのや 図 書 館」
が店 開 みながらお話 をす るという カフェの提

きし、少 し遅れて、浜寺諏 訪 森を考え 案 も 出 ています。そこから、新 しい諏

何 かのきっかけで諏 訪 森 を訪 れた人

と思います。

る会 の文 化 活 動 が行 われるよう にな 訪森の姿が浮かび上がればすばらしい
りました。
その後、自 治 連 合 会 が「浜 寺 校 区

文 化 会 館」の建 設 に踏 み切 りました。 が、誰 も が、このまち に住 み たいと 思

うに、一歩一歩の活動をしましょう。

二・
三年すると駅舎も新しくまちの社 う、そんな魅力をまち中にあふれるよ
交場としてデビューします。

於：諏訪ノ森駅踏切より船尾駅踏切まで

このまちは、住 む人 にとってそこそ
こ居心地の良いまちです。静かで、買い
物も便 利です。電 車でも車 でも、お出
かけには不都合がありません。大阪市
内 への通 勤 も便 利 です。幼 稚 園、保 育
園、小学校、中学校などの教育環境も
悪くありません。時折おかしな人が現
れるという ことはあります が、それほ
ど物騒な事件は起こっていません。 だ
けど、何となくつまらないのです。
高架鉄道がまちを変える
そこに、南海 本線の高架工 事の話が
具体化してきました。大きな建造物が
まちを 東 西 に分 断 します。駅 舎 は取
り壊さ れて、高架駅ができるという話
しになっていました。毎日見ていた駅舎
は、そこにあるのが当たり前だったので
す が、無 くなるという ことになると、
ちょっと待 ってよ、という 声 が出 て、堺
市や大学の先生が音頭をとって、一般
市 民 と地 元 の代 表 も参 加 して協 議 会
や 懇 談 会 が開 かれて、駅 舎 は保 存 さ
れることになりました。

よいこのふれあいカーニバル 第３３回フェスタ諏訪森２０１４
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諏訪ノ森駅 駅周辺景観デザインについての第2回市民意見交換会
平成26年6月28日 １時30分～3時
昨年、新しい諏訪ノ森駅とその周辺の景観デザイン
の設計競技が行われて、優秀作品が公表されました。
また、本年3月1日に第１回市民意見交換会が開催され
て、堺市、南海電鉄とデザイン提案者のJR東日本建築

浜寺三光会館にて開催されました。
のイメージを高めるよう、床とシェルターを利用した
照明になっています。
市民から出された意見としては；

設計事務所から、提案された設計案の説明があり、参

自転車通行帯を歩道から分離するのは一般的には望

加した市民との間で意見の交換が行われました。その

ましいが、コーヨーの前は歩道が駐輪場に面している

内容については、4月20日付け会報NPO第１号にてご

ので、歩道を通らないと駐輪が出来ない。ここは駐輪

報告いたしました。また、過去に発行した会報は当会

場の再編を合わせて考えて欲しい。また、中央通路の

のホームページに掲載しております。

東側は側道を通る自動車と商店街からの自転車・人の

6月28日には第2回市民意見交換会が開催されまし
た。今回は、主に、前回の意見交換会で市民から出さ
れた意見や質問に答えるという形で、意見の交換が行
われました。今回提案されているデザインは最終決定
案ではなく、今後、安全面、機能面、費用面の検討と
話し合いをへて決定されることになっています。
今回改めて説明を加えられた事項には、次のような
事柄があります。

通行の交通整理を考えて欲しい。
駅前デザインは子育てにも影響する。駅前が乱れて
いると住民も乱れる。堺市の考えも知りたい。
クロスバイク用の駐輪場を作れば、人気が出て人が
集まるかも知れない。
高架になると車内から景色が見えないので、何処を
走っているのかわかりにくい。駅の色を虹のように変
えて、ここは諏訪ノ森とわかるようにして欲しい。

① 駅前道路の車と自転車と人の分離については、
18mの道路幅に対して、完全分離は難しいので車道側
に自転車通行帯を設けその外側に植栽帯を隔てて3.5m
の歩道を設けるという提案をしています。
②駅前広場のシェルターは、高さ3メートルの軽い構
造で屋根を支えいます。テラスから広場を見るとシェ
ルターの屋根が見下ろせます。

人を呼び込むのに新しいお店が欲しいが、どのよよ
うになっているのか。
諏訪ノ森に準急を止める。阪和線を羽衣から高師浜
線につないで、南海本線に接続し、石津川や諏訪の森
から鳳に行きやすくして欲しい。
これは今回のデザインの話の枠外ですが、羽衣駅の
工事が始まる前に、地元で声を上げたら良かったとい

③照明について、自由通路は時間帯によって変化する

う気がします。自分たちのまちのことは自分達で考え

照明を提案しています。新駅舎はステンドグラスが判

て行動しないと、後の祭りになります。

るような照明になっています。旧駅舎と駅前広場は夜

連立工事の状況
用地の買収はほぼ目安が付いて、諏訪ノ森駅の西側も最後に残ったマ
ンションも取り壊されました。白いフェンスの中の駅前広場には仮駅が
建設されます。駅前道路も南側が整備されました。

仮駅が出来ると今

の駅が移転されます。その頃までに駅舎の活用方法を決めて、設備整備
の計画を進めないといけません。まだまだ先だと思っていても、工事は
動き出すと意外と早く進行します。
堺市の最近の説明では、全体の工程は、平成29年度に完成する予定の
工事が遅れて、平成39年度の完成となっています。新しい計画では、仮
駅・仮線工事が平成31年までかかるとのことです。

駅前道路は脱色アスファルト舗装
で、自転車道をハッキリと示しま
す。歩道い幅は3.5m、背の低い植
栽で自転車道と分離します。
高架下の中央通路の人と自転車の

石津川の鉄橋のところも仮線が建設されますので、その付近の工事が
当初計画よりかなり遅れるようです。

分離をどうするか、それと駅前道
路のつながりが問題になります。
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赤いラピートが大人気
南海電鉄は空港線開設とラピート運行開始20周年記
公園ローズカーニバルで発売しました。7月のフェスタ
念として、「機動戦士ガンダムＵＣ×特急ラピート 赤 諏訪森でも発売する予定です。
い彗星の再来 特急ラピート ネオ・ジオンバージョン」
を4月26日から6月30日まで運行しました。
難波から関空駅まで、全線で時刻表片手にカメラを構
える姿を大勢見かけました。難波駅では間近に車体を眺
めることができるので、列車ごとに人だかりが出来まし
た。石津川の鉄橋付近には、カーブを曲がってくる列車
を待つマニアが詰めかけました。
浜寺諏訪森を考える会の絵はがきシリーズには駅舎と
ラピートの人気作品がありますが、この機会を見逃すわ
けにはいかないと、赤ラピシリーズを作成、5月の浜寺

写真クラブが発足
赤いラピートでにわかカメラマンが増えましたが、 ります。
それでなくても、携帯電話のカメラが進歩して、今や

このクラブの原則は、難しく考えないで写真を撮

誰でもカメラマンという時代になりました。皮肉なこ る、カメラは写れば何でもよい、手ぶらでの参加も歓
とに、カメラメーカーが小型機種の市場を携帯に取ら 迎、楽しい写真が撮れたらみんなで見て話し合おう、
れて、四苦八苦しています。
浜寺諏訪森を考える会のメンバーの中から、写真ク

というものです。
参加ご希望の方は、072-261-3598堀江までご連絡下

ラブを作って楽しもうという声が出てきました。4月の さい。
お花見の時に下打ち合わせが出来て、5月のはじめに

浜寺公園の茶屋で一休み——-傑作が撮れました？

野々村さんのお宅でカメラやレンズの勉強をしまし
た。野々村さんは、お仕事の中で本格的な写真撮影を
されていますので、折に触れて機材や撮影技術につい
てのお話を伺うことが出来ます。
6月3日に文化会館で打ち合わせをして、6月22日に初
めて浜寺公園で撮影会を開催しました。その作品は、7
月1日に文化会館でご披露されました。また、7月21日
には住吉公園で第2回目の撮影会を開催します。今後の
予定は毎月1回会合を開くことになっていますが、まだ
メンバーも募集中で、だんだんと形が出来るようにな

久家さん（ペンネーム久坂部羊） が日本医療小説大賞を受賞されました
5月27日に、日本医師会が第3回日本医療小説大賞の受 の伝え合いの難しさを表現した力作 で，最も本賞にふ
賞作品を発表しました。
今回は、久家義之さんの「悪医」が受賞作品に選ばれ

さわしい作品であると感じた」と講評されています。
浜寺諏訪森を考える会の読書会は、毎月一回久家さん

ました。6月20日の日医NEWESでは、選考委員の篠田節 の主宰で開催されています。また、7月31日には中之島
子さんが「これまで怖くて誰も触れられなかったテーマ のフェスティバルタワーで、“作家久坂部羊さんと読む
について，あえて医師という専門の立場から切り込んだ 「悪医」“という読書会が開催されます。
作品である。末期がんに脅える患者と，生命に義務と責
任を負っている医師，それぞれの葛藤の中で個人対個人
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7月27日日曜日のフェスタ諏訪森

場所：理容ボン西隣空き地

今年もいか焼き店を出店します。
いか焼き・缶ビール販売（商店会委託）・グッツ販売（ポストカードセット・缶バッチ・ストラップ・
注染手拭・Tシャツ等）
浜寺諏訪森を考える会のスタッフを募集しています
集合時間場所：午後３時３０分

現地集合

仕事の内容 ：ー いか焼き：準備・仕込み・調理・ソース付け・パック入れ・受け渡し等、
缶ビールの販売 グッツの販売
解散は販売終了後に集計と後片付けがあり午後１０時頃 子ども達を笑顔にする仕事です、いっしょに頑張り
ましょう！！

ローズカーニバルの報告
5月18日には、恒例の浜寺公園ローズカーニバルが開
催されました。地元のまちづくり団体として、四つの
や図書館や浜寺M-1隊などと一緒に、年に一度のお祭り
を盛り上げました。
昨年から、浜寺名物いか焼きを販売をしています。
今年はお天気も良く、売り上げも順調でした。何より
も、去年の経験をもとにして一段と美味しい味付けに
したこともあって、皆さんに喜んでいただけました。
また、グッズ販売は、手拭いや缶バッジなどと一緒
に、新しく赤いラピート諏訪ﾉ森を走るという絵はがき

を作成しましたが、お陰様で完売しました。

浜寺諏訪森を考える会の店は会場の正面に近
く、人通りの多い場所で、竹山市長も毎年お出
でいただいております。

ホームページの改修工事完了
浜寺諏訪森を考える会のホームページは2010年
7月22日に運営を開始していますが、このほど、
NPO法人に改組したこともあり、ページのデザイ
ンを一新しました。
ド メ イ ン は 変 更 せ ず「

NPO法人浜寺諏訪森を考える会の日誌

」に

なっていますので、従来通りの方法でご覧くださ
い。「浜寺諏訪森」か「hamadera.jp」で検索する

1.

4/20 第１回全体会議開催

とすぐ出てきます。まだ、細かい修正が残ってい

2.

4/22 第1回理事会開催

ますし、一部のページは未完成ですが、追々改善

3.

5/18 浜寺公園ローズカーニバル

4.

5/29 第2回理事会開催

5.

6/24 第3回理事会開催

6.

6/28 駅周辺景観デザインについての第2回市民意見
交換会開催

して参ります。
人気のページは「まちの今探訪」です。その他
の部分はかなり固ぐるしく作っています。ページ
の自由度が高いので、今後楽しいページを増やし
たいと思います。
ご協力を御願いします。

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会 ホームページ・広報部会 発行 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁103番地1

商店名

浜寺諏訪森町中 072-261-2694

浜寺諏訪森町中 072-263-1129

浜寺諏訪森町中 072-265-1203

浜寺諏訪森町中 072-265-6074

浜寺諏訪森町中 072-261-8568

浜寺諏訪森町中 072-264-7338

浜寺諏訪森町中 072-261-1231

浜寺諏訪森町中 072-261-9614

浜寺諏訪森町中 072-261-0237

浜寺諏訪森町中 072-261-1713

浜寺諏訪森町中 072-261-0567

浜寺諏訪森町中 072-267-5566

浜寺諏訪森町中 072-264-3510

浜寺諏訪森町中 072-261-2166

浜寺諏訪森町中 072-261-8705

13 三吉屋精肉店

14 バラエティーショップ ミサ

15 美幸寿司

16 ふじつか鍼灸院・整骨院

17 やぐら

18 あわじや

19 石田整骨院

20 カットイン大阪

21 中島昆布

22 (株)スワノモリ薬局

23 かね兆

24 土田元浩税理士事務所

25 的場ふとん店

26 キッチン用品三都屋

レストラン

健康

娯楽

買い物

ファッション

カフェ・バー

業種記号の説明

浜寺諏訪森町中 072-261-0739

浜寺諏訪森町中 072-261-2370

9 たばこショップ 大和屋

12 理容ボン

浜寺諏訪森町中 072-265-3555

8 日興会館

11 山村美容室

浜寺諏訪森町西 072-261-1710

7 (株)ケンコー薬局

浜寺諏訪森町中 072-261-8625

32 たこやきHANA

その他

銀行

美容・理容

52 香川電化・Ka Ga Wa 洋装店

51 おしゃれの店 エル

50 とらや商店

49 スタジオエントリー

48 (株)池田泉州銀行 諏訪森支店

47 小泉履物店

46 くすりのきのした

45 らくちん堂鍼灸整骨院

44 喫茶 ロ美ン

43 深野歯科

42 セガミチェーン イヌイ薬局

41 平野無線電気商会・名曲堂

40 天野クリーニング店

39 さかいケンコー薬局

38 ミナト(株)山川公益社

37 フランス屋 すわの森店

36 (有)フロントライン

35 北田米穀店

34 (株)明工舎

33 諏訪美容室

31 すわのもり電器

商店名

浜寺諏訪森町東 072-262-7465

浜寺諏訪森町東 072-261-9015

浜寺諏訪森町中 072-261-0571

浜寺諏訪森町中 072-261-0151

浜寺諏訪森町中 072-265-2661

浜寺諏訪森町中 072-261-1052

浜寺諏訪森町中 072-266-3934

浜寺諏訪森町中 072-261-1051

浜寺諏訪森町中 072-262-0831

浜寺諏訪森町中 072-261-1546

浜寺諏訪森町中 072-264-0436

76 浜寺ロングゴルフ

75 東燃ゼネラル石油(株)堺工場

74 大阪ガス(株)泉北製造所

73 矢藤塗装

72 (株)美和工務店

71 髙木水道設備(株)

70 肥後つばき

69 ホームサービス(有)

68 ヘアーサロン 植山

67 (株)万代 諏訪の森店

072-261-2198
072-262-7291

浜寺諏訪森町中

66 (株)阪南電化ストアー

65 丸正商事

64 CUTCLUB 夢番地

63 広畑衣料店

62 村田畳店

61 やさいくだもののあいちゃん

60 (株)クリーニングのアンデルセン

59 (株)近畿大阪銀行諏訪森出張所

58 ショー美容室

57 ひまわり美容室

56 ていだ整体整骨院

55 長谷川不動産

54 Bar y - WADA

53 伽芽留

業種 No.

浜寺諏訪森町中 072-261-1739

浜寺諏訪森町中 072-266-1646

浜寺諏訪森町中 072-264-0042

浜寺諏訪森町中 072-265-2521

浜寺諏訪森町中 072-268-8688

浜寺諏訪森町中 072-262-0660

浜寺諏訪森町中 072-261-2181

浜寺諏訪森町中 072-265-6646

浜寺諏訪森町中 072-266-8039

浜寺諏訪森町中 072-261-1531

30 ますや精肉店

浜寺諏訪森町西 072-267-5040

浜寺諏訪森町中 072-265-3703

浜寺諏訪森町中 072-261-3010
浜寺諏訪森町中 072-265-0020

6 KOHYO 諏訪ノ森店

10 セイビカメラ

電話番号

浜寺諏訪森町中 072-261-0407

所在地 堺市西区

29 (株)浜寺ガスセンター

28 アラガキメガネ

27 浜寺創菓庵 (株)美乃や

業種 No.

諏 訪 森 商 店 会

5 うえのかずよバレースクール 浜寺諏訪森町西 072-265-4677

4 精華珠算会

浜寺諏訪森町西 072-261-2700

3 (株)三井住友銀行 浜寺支店 浜寺諏訪森町西 072-263-1810

浜寺諏訪森町西 072-265-1117

電話番号

2 関西地建

所在地 堺市西区

浜寺諏訪森町西 072-261-8881

商店名

1 トヨタカローラ南海(株)

業種 No.

大阪府堺市西区浜寺
電話番号

072-266-0845

浜寺石津町東

浜寺築港町

浜寺築港町

072-262-5620

072-269-2011
072-261-8625

072-268-0181

浜寺諏訪森町西 072-263-2566

浜寺船尾町西

浜寺諏訪森町中 072-261-0403

浜寺諏訪森町中 072-266-0759

浜寺諏訪森町中 072-265-1059

浜寺諏訪森町中 072-261-9245

浜寺諏訪森町中 072-265-1381

浜寺諏訪森町中 072-261-2746

浜寺諏訪森町中 072-261-0032

浜寺諏訪森町中 072-261-7011

浜寺諏訪森町中 072-261-1524

浜寺諏訪森町中 072-261-8313

浜寺諏訪森町中 072-264-2990

浜寺諏訪森町中 072-262-7663

浜寺諏訪森町中 072-265-2333

浜寺諏訪森町中 072-261-2194

浜寺諏訪森町東 072-261-2239

浜寺諏訪森町東 072-263-6966

浜寺諏訪森町東 072-263-3939

浜寺諏訪森町東 072-263-3079

浜寺諏訪森町東 072-262-6516

所在地 堺市西区

平成26年7月

