日時● 12月10日
（土） ●入場無料
1部11:00〜16:30 2部16:30〜20:00
場所●きゅりあん(品川区東大井5-18-1)6・7階
問合●健康生きがいづくり品川協議会
E-mail：kensei-sngw@live.jp
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好評！
昨年も大

※賞品は 12/10
（土）
、
11
（日）
、
山王ココ商店街ウィンターセールイベント会場にて
当選ハガキと引き換えとなります。
( 期間後は無効）
＊イメージ
※発送ではありませんのでご注意ください。
詳細は当選
ハガキにてお知らせします。 2016 年 11 月 28 日当日消印有効。当選者の発表は、
提供 ： 新柳会商店街振興組合

当選ハガキの発送をもってかえさせていただきます。

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。
〒143-0023 大田区山王3-27-6

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

地域情報は
こちらでも
随時配信中！

Walkerplus

ウォーカープラス
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DATA
れんげつ

古民家カフェ 蓮月

大田区池上2-20-11
TEL 03-6410-5469
10時〜22時 不定休
ホームページ

http://rengetsu.net/

にも多く取り上げられ、
今後は区外からの観光客
の利用も期待される。
「古民家は、昭和を知る
世代には懐かしく、知ら
ない世代には新しく感じ
る。古き良き日本を体感
し、その中から新しいも
のが発信できる場であり
たい」と輪島さん。
そ ば 屋 か ら カ フ ェ へ。
蓮月は、地域とともに歩
み、伝え続けていく場に
生まれ変わった。

カニ 2 肩 1 セット
5 名様 にプレゼント！

地域と
ともに歩み、
伝え続ける

で、プロジェクトのメン
バーの推薦により、蒲田
で古着屋を営んでいた輪
島基史さんに白羽の矢が
立った。
建物の修繕はできる限り
業者に頼らず、スタッフや
地域住民たちに呼びかけ
て行った。屋根裏に登り
すすを払い、必要な箇所
は補修し、柱や建具を磨
いた。庭の草むしりや、
塀を手作りする企画を開
催し、一つひとつみんな
で造り上げた。

１２/１0 （土） ・１1 （日） イベント会場にて

0

05

れん げつ

古民家カフェ 蓮月

ずすと 畳の大広間がで
きる。有料で貸出も行っ
ており、着付け、ヨガ、
ベビーマッサージなどの
講座を開催。夏休みには
自習室として中高生に場
所を提供した。
「家は人が使ってこそ活
きるもの。たくさんの人
たちや団体に利用しても
らいたい。講座はもちろ
ん、ギャラリーや英会話
教室、中高生の自習室も
通年で続けたい」と夢は
大きく膨らむ。
たくさんの人の思いで
復活をとげた蓮月。地域
全体の景観形成、地域コ
ミュニティの場と期待さ
れ、２０１６年大田区景
観まちづくり賞を受賞。
また、改装前の蓮月を撮
影地として使用した映画
『ふきげんな過去』が同
年６月に公開。メディア

山王ココ商店街 ウィンターセール

「たくさんの人の意見を
まとめるのは大変だっ
た。でも、そのたくさん
の思いがあったからこ
そ、古民家カフェとして
生まれ変わることができ
たと思う」と輪島さんは
語る。

帰りの方が訪れ、世代や
時間にあった過ごし方で
くつろぐことができる。
カフェのメニューは子
どもを持つ主婦たちの料
はす ね
理サークル「蓮根の会」
のメンバーが考案。主宰
の佐藤富美子さんは初期
からのプロジェクトのメ
ンバーである。
２階には昔ながらの座
敷が３部屋あり、襖をは

2016年
「OTA！いちおしグルメ」
総合部門受賞。
人気メニューの厚切り照り豚丼。

ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。
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ん話し合いを重ねたとい
う。おにぎりカフェ、
シェ
アハウスなど、様々な案
が挙がった中で、最終的
に「いろんな年代の人た
ちに来てもらい、ゆっく
りしてほしい」と、
カフェ
にすることに決定。そこ

人生は二幕目がおもしろい！ 健康を求める人、
生きがいを求める人にお応えします。
あなたの出番を待っている、いろいろな働き方
が一同に集まります。

法を探ることとなる。
２０１５年２月 日に
開かれた初回会合には、
約 名の有志が集った。
蓮月への思い、どんな風
に残したいか、をとこと

12/10 きゅりあん6・7階

20

家のように居心地よく、
勉強や仕事をしたり、旅
の目的地として訪れる家
庭的な空間を提供する。
１階はテーブル、ソファ、
カウンター席など 席の
カフェスペース。平日ラ
ンチはママたち、ランチ
からカフェタイムは年配
の方が多い。夜には仕事

健康・生きがいフェスタ 2016

10
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伝え・発信
できる場を

会場●申込●問合
大田区立男女平等推進センター｢エセナおおた｣
〒143-0016 大田区大森北4-16-4
TEL：03-3766-4586 FAX：03-5764-0604
E-mail：escena@escenaota.jp

２０１５年 月「古民家
カフェ蓮月」が開店。現
在のスタッフは 名程。
オープンに際して経営の
維持、安定のため株式会
社として開業、コンセプ
トは「家族」だという。

申込方法●FAXかEメールで申込み
①
「映画会申込み」
②住所③名前
（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号⑥保育希望の方は、
子どもの名前、
年齢、
FAX番号かメールアドレスを明記
⑦音声ガイド希望の有無
保育：1歳以上の未就学児先着15名 1人１回750円
＊保育、
音声ガイド申込み 11/23
（水）
必着

▼

日時● 12月3日
（土）13：30〜16：00
参加費●無料 定員●申込先着順100名

現在の古民家カフェ蓮月の外観︒２０１６年大田区景観まちづくり賞受賞︒

専業主婦シャシは子どもと夫に尽くす日々だが、
家族からは自分の価値を認めてもらえない。ある
日、 姉の結婚式の手伝いを頼まれ渡米するが英
語が話せないためにつらい思いをする。そして英
会話学校に通い、 生徒たちとの交流を重ねてい
く中で誇りと自信を取り戻し、 人生の新たな生き
がいを見出していく。（日本語字幕版）

の草木が彩る。
１９３３（昭和８ 年
)に
カフェに生まれ 宮大工の手で建てられた
日本の伝統的家屋は、古
変わるまで
くから池上本門寺の参拝
客に親しまれ、
地域の人々
に愛されてきた。
近年は、
そば屋
「蓮月庵」
として親しまれていた
が、店主の引退により２
０１４年６月に閉店。建
物の存続が危ぶまれた。
何とか建物を残したいと
地域住民約３００人の署
名が集まった。そして
「池
上 〝和〟文 化 プ ロ ジ ェ ク
ト」が発足。建物存続方

12/3 エセナおおた

池上本門寺の車坂下に
たたずむ古民家カフェ。
の れん
青い暖簾をくぐり中に入
ると昭和にタイムスリッ
プしたかのよう。壁には
かつてのそば屋のメニュー
がそのまま掲げてある。
店内にあるアンティーク
家具や小物は古さの中に
も、どことなく新しさを
感じる。奥に進むと縁側
からのぞめる庭を、季節

映画上映会
「マダム・イン・ニューヨーク」

2014 年 6 月、池上のそば屋「蓮月庵」が惜
しまれつつも閉店。建物の存続が危ぶまれた
が、2015 年 10 月「古民家カフェ蓮月」とし
て復活を遂げた。その経緯と現在の取り組み
わ じま もと し
について代表取締役社長である輪島基史さん
に話をうかがった。 （取材・文＝中山良恵）

