インスタグラム
「大森テイクアウト」

どの実のなる樹木や草花
が季節を彩る広場中心の
公園だ。
この特色を活かしなが
らの遊びは多彩。太い樹
木にハンモックを設置
し、草木を使用した藍染
や工作、ベーゴマ、羽根
つき、竹とんぼ、バドミ
ントン、水風船など、子
どもたちは自由に遊ぶ。
「今 日 は 何 す る の？ で
はなく、これをやろう、
こういうことをしたい
と、子どもたちに決めて
もらいたい」
と高尾さん。
この主な活動である「ふ
だんのよりみち」は、月３
回水曜日の 時半〜 時

新型コロナウイルス感染症の拡大抑止を目的とした、
2020 年 4 月 7 日の緊急事態宣言発令を受け、 外出自
粛や飲食店の営業時間短縮を余儀なくされる中、大森界
隈でテイクアウトできるお店を紹介する 「大森テイクアウト
（@omori_takeout）」 が、 無料の写真共有アプリケーション
「インスタグラム （Instagram）」 で展開さ
れている。海苔養殖発祥の地 ・ 大森の
歴史にちなんだ、 各店舗のオリジナル
海苔弁当が楽しめる 「大森のり弁プロ
ジェクト」の動きも併せてチェックしたい。
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「大森イーストテラスフェスタ特設」サイト

10

発起人となり、当初はメ
ンバーの個人宅で手芸や
工作、お菓子作りなどを
不定期に開催。周囲のマ
マ友に声をかけながら、
２０１１年には、
「もっと
遊べる５丁目公園の会」
主催のバザーや
「おおた・
子育てわいわいフェスタ」
への出店など、地域のイ
ベントへ参加。活動紹介
や資金集めと精力的に活
動の幅を広げて行った。
普段の外遊びで南馬込
うえだい公園を気に入っ
た子がいた。そこで「城
南の家」の人たちと出会
い、活動日を水曜日に合
わせ、
２０１２年４月「ふ
だんのよりみち」の活動
が始まった。
「来ている子たちにはひ
孫をみるような思いがあ
る。この場が自分の元気
の源になっている」と、
城南の家代表の岡田久男
さん（ 歳）はいう。よ

83

読者プレゼント

5

情報紙「大森まちづくりカフェ」

全バックナンバー

名様

2004年7月創刊号～62号
（3,100円相当）
2020 年7月10日
当日消 印 有 効 。

# おうち時間 を楽しもう！

当選者の発表は発送
をもってかえさせて
いただきます。

DATA
よりみちのいえ

「ふだんのよりみち」
月3回 水曜日 14時半〜17時（雨天中止）
◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
主に南馬込うえだい公園
（大田区南馬込4-1-24）
で実施
・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
活動日などの詳細はブログをご覧ください
・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。
http://ameblo.jp/yorimichi-house/
oﬃce@oomori-cafe.com
〒143-0023 大田区山王3-27-6
※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。

◇2020年3月取材時の情報です。
新型コロナウイルス感染症対策で
活動日時等が予告なく変更になる場合があります。
ご了承ください。

子、子どもたちと相談し る中で迷いが生じると、
ながら、参加者自らが作 発足時に活動の思いを込
る居場所となることを目 め作成した設立趣意書を
読み返すという。
指している。
今年 年目を迎える同
会。その時どきに来てい
る親、子どもの課題に向
き 合 い、寄 り 添 い な が
ら、地域のみんなの居場
所として、これからも長
い道のりを歩んでいく。

りみちの活動日以外に来 い出かけたが売っていな
た子にもハンモックを設 く て 途 方 に 暮 れ て い る
置し、子ども達の遊びを 子、久しぶりに顔を見せ
てくれる中学生、そして
育児に悩む保護者たち。
たくさんの子ども、親子
が寄り道していく。
「必要とされている人が
いる限りやめられない」
と高尾さん。活動を続け

見守る。
「子どもの居場所を、と
思っていたけれど、地域
の大人や保護者の居場所
にもなっている」と高尾
さん。自身も馬込地区の
小学校の夏休み課外授業
の講師を務め、地域との
繋がりを広げている。
「ふだんのよりみち」に
は、鍵がなくて家に入れ
なかった子、ノートを買

大人気のハンモック

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。

4 よりみちのいえ

06

し、花壇作りや清掃、設
備の点検などを行ってい
る。作業の傍ら、子ども
たちの遊びを見守り、季
節の行事を一緒に行う。
参加者の多くは、近隣の
幼児と親や小学生。申し
込み不要で、活動時間内
の出入りは自由。初めて
の子が参加しやすいよう
に、七夕やクリスマス会
などの季節の行事やお菓
子作りや秘密基地作りな
どのプログラムを実施。
鈴虫の里親会やパネルシ
アターなど保護者の発案
で行われることもある。
「プログラムは用意する
けれど、やりたい子は参
い存在が「城南の家」の 加し、そうでない子は他
シニアの皆さん。２００ のことをして遊んでいて
２年４月より大田区のふ も大丈夫」
。
れあいパーク活動を受託 こ こ で 知 り 合 っ た 親

http://omori-east-terrace-festa.jp/

地域みんなの
居場所

2019 年春から工事が行われていた大森駅東口駅前広
場がリニューアルオープン。段差が解消され、 縄文土器の
紋様のような丸が重なり合い 「人と人との出会い」 が表
現されたという路面グラフィックが目を引く。今後、夜の大
森をファンタジスティックに彩る、 カラー LED による夜景演
出 （※新型コロナウイルス感染症の拡大抑止のため、
2020 年 4 月 10 日以降見合わせ） や、 地元商店会など
が中心となった実行委員会による 「大森イーストテラス
フェスタ」の開催が予定されている。

で
（長期休暇期間を除く）
参加費は無料。冬期は馬
込区民センターで行う。
同会の活動に欠かせな

大森駅東口駅前広場リニューアル

同会は２０１０年 月
に、まごめ共同保育所の
保護者たちが集まり発足
させた。第一子の小学校
進学を控え、今まで保育
園で過ごしていたよう
に、障がいの有無、異年
齢など無関係に遊べる居
場所を求めたのが活動の
きっかけという。
高尾さんを含む３人が

「大森イーストテラス」誕生

ワタシとまちを元気にする情報紙

実のなる樹木が多く、
秋には収穫祭が行われる 写真提供すべて：よりみちのいえ

14

「# 大森テイクアウト」
で検索
3/31

よりみち
していこう

よりみちのいえ（以下同
会）が活動を拠点とする
公園は、東と西に入り口
があり、ゆるやかにカー
ブした園路を買い物や散
歩に近隣の人たちが行き
交う。遊具はなく、梅、
び わ
か りん
柿、枇杷、花梨、葡萄な

大森の味を、おうちで楽しもう。

「よりみち、
みちくさ、
まわりみち、
のんびりいこうよ、
いっ
しょにさ。長い、なが〜い道だから」
。大森駅発・荏原町
駅入口行き万福寺前バス停そばにある大田区立南馬込う
えだい公園。ここを拠点とし、子どもと大人、地域の人
たちが互いに顔の見える関係を築く機会と場作りをおこ
たか お みやこ
なう「よりみちのいえ」
。活動と経緯を代表の高尾都さん
に聞いた。
（取材・文＝中山良恵）

代表の高尾さん
（右）
と
城南の家代表の岡田さん

10

広告
募集

会社や
商品の
宣伝

3面のご案内
むすびつき

地域をベースに活動を展開する
団体に注目。活動に携わるひと
たちの思いに迫ります。参考にし
たいステキな活動であれば、そ
の 範 囲 は大 森 に と ど ま り ま せ
ん。「地域 の ち から」こ こ に あ り ！
vol. 2020年2月
62 フォーラム大田高次脳
[「目に見えない障がい」とともに生きる]

vol.

2019年11月
KOCA by ＠カマタ

61

［高架下からつながる新しいものづくり］

vol.

2019年8月
NPO法人 CONNECT
［つながりが命を救う］

vol.

2019年5月
サードエイジサロン
[豊かな人生を仲間とともに]

60
59

バックナンバーはウェブで！

www.oomori-cafe.com

まちを
応援
したい!

求人の
募集を
したい! …など

本紙「大森まちづくりカフェ」に
広告を掲載しませんか？
年

ト 大森の魅力を多くの人に伝えたい！ 発 4回
行！
セプ
コン
このような思いで発行しています
ターゲッ
ト
20代~ 主に女性や子育て世代、
シニア層、地域に関心ある方

数

発行部

30,000部

先

主な配布

・アトレ大森・大森駅ビルRaRa・東急ストア
・MEGAドン キホーテ大森山王店 他 協力店
・出張所、図書館、
児童館など周辺公共施設
地域イベントで無料配布 など

大森まちづくりカフェキャラクター
「もりもりくん」

広告の
特定非営利活動法人 大森まちづくりカフェ
お申込・
〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6
office@oomori-cafe.com
お問合せは TEL/FAX
(平日13-17時)
www.oomori-cafe.com

03-5935-7881

