ぽかぽかの小春日和の中、外で食べるごはんは格別ですよ
ね！ 今号はお花見の時にもぜひ参考にしていただきたい、浜
町界隈のテイクアウトできるお店をピックアップしました。
代々受け継がれる老舗から、強いこだわりを持つ新店まで、バ
ラエティに富んだお店が多いのが浜町の魅力。
お花見の時はも
ちろん、
普段の夕ごはん、
ランチのお持ち帰りにもぜひ。
※価格は税込表示です。
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浜町 3 丁目のビル 1 階、街に開かれたまるで八百屋のような仕事場から現れ
たのは、建築家の大西麻貴さんと百田有希さん。
向かう先は江戸時代から続く
創業 185 年の老舗表具屋「経新堂」さんです。
現 5 代目当主の長男・稲崎知伸
さんは職人でありながら、浜町商店街連合会で執行部も務めている街の頼れ
る先輩。
今回はものづくりを生業とする 2 組が長く愛されるまちづくりにつ
いて真剣に考えました。

― 浜町の印象は？
大西 八百屋みたいなスタイルで通りへオープンに事務所を構えた
こともあって、普段からいろんな人が話しかけてくれます。
私たちは
事務所で模型を作ることも多いのですが、近所の魚屋さんが
「君たち
のところで使うと思って！ 」とある日大量の発泡スチロールを持っ
てきてくれたり。
この前、道で小銭をばらまいてしまったときは、周
りにいた人が一緒に一生懸命拾ってくださいました。

＃浜町写真倶楽部

気になるここへ行ってみた﹃経新堂 稲崎﹄

新旧の職人が夢見る、未来の浜町

＼浜町の写真好き必読！／

まちの人が切り取る、浜町の残したい風景

【浜町の素敵な写真を募集♪】
ハッシュタグ『# 浜町写真倶楽部』をつけて SNS にシェア！
投稿された写真は、本誌で掲載させていただくかもしれません。

みんながみつけた浜町界隈の素敵な風景を紹介するこの企画。
『# 浜町写真倶楽部』
、
『# 日本橋浜町』がタグ付けされた SNS の投稿のなかか
ら、
BRIDGE 編集部が厳選しています！

【浜町写真倶楽部のメンバー募集♪】
今後は浜町の写真好きを集めたイベントも開催予定！
HAMACHO.JP の Contact フォームより、
『写真倶楽部の入会希望』と
記載の上、ご応募ください。

稲崎 そう、ここは昔ながらの人情溢れる街。
人と人とのつながりが
非常に深い街だからね。
変な話、救急車が通っただけでも「大丈夫
か？ 」と周りを見渡して心配するほど（笑）
。
街の風景は随分変わった
けれど、住んでいる人の心は変わりません。
昔から街を知っている人
と、新しくこの街へやってきた人が町会やイベントを通して手を取
りながら共存するのが今の街のスタイルで、お互いとても暮らしや
すい街なのではと思います。

冬のはじまりに発見！久松町で見つけた紅葉

― 浜町をどんな街にしたいですか？

@pachirisa

@̲c̲̲gram

買いすぎ注意の「タンネ」のドイツパン

お散歩したくなる隅田川テラス

大人な味わいがクセになる
「ハマハウス」のチーズケーキ

見て、食べて楽しめる
「おやつのこぼく」のケーキ

いつまでも見ていたい新大橋の夕日

＠un̲sonoko

稲崎 現在街として取り組んでいるのは、
「子供たちが安心して暮ら
せるまちづくり」です。
今は共同住宅が増えて共働きの家庭も多い。
ご両親が帰ってくるまでの時間、心細い思いをしているお子さんは

経新堂 稲崎

一級建築士事務所 大西麻貴＋百田有希 / o+h

稲崎 知伸さん

大西麻貴さん、
百田有希さん

江戸時代、天保年間から続く表具店「経新堂 稲崎」の
現 5 代目当主の長男。仕事内容は、掛け軸や額、屏風、
襖や障子の仕立てなど多岐に渡り、その中でも古い美
術品や工芸品の保存修復を得意としている。先祖代々
続くお店の職人でありながら、浜町商店街連合会で執
行部も務め、
「子供たちが安心して暮らせるまちづくり」
を目指し、新しく浜町にやってきた住民とも積極的に
交流している。

ともに大学時代から 6 年間を京都で過ごし、2008 年
に「o+h」を共同主宰。住宅やオフィス、ホールなど、
様々な建物の建築を手がけ、今までに多数の賞を受賞
している。新旧が入り混じりながらも、どこか人情味
の溢れる浜町の雰囲気に惹かれ、2014 年にオフィス
を浜町に移転。愛される建物を作ることを得意とし、
依頼者の意向を取り入れつつ、その街に馴染む建築を
行なっている。

をかけてくれる人がいたら安心ですよね。
親御さんも何かあったら
近所のおじさんの家に行きなさいと言える。
親御さんたちには『私た
ちがこの街を守るから安心してまかせて』と胸を張って伝えたいで
す。

@mittam84

稲崎 主に掛け軸や額、屏風、襖や障子を仕立てています。
紙のことならなんでもといえるくらい仕事は多岐に渡り
ますが、なかでもうちは古い美術品や工芸品の保存修復が
得意です。
大西 修復は具体的にどのように行うのですか？
稲崎 紙は繊維のため、月日が経てばほこりや汚れが溜ま

百田 本当に素晴らしい考えですね！ うちの事務所も放課後なんか

ります。
まずは時間をかけて流水で汚れを丁寧に取り除

に立ち寄って、
本を読んだり工作ができる遊び場にしたいです。

新着情報

― 近年珍しい存在となった町の表具屋さん。
一体どんなお仕事をしているのでしょうか。

Section 04
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多いと思います。
だから近所に
『いってらっしゃい』
、
『おかえり』
と声

ミュージカル
『チェーザレ 破壊の創造者』

＠tamaifarm

2020年4月13日(月)〜5月11日(月)
開演時間：12:00／13:00／17：00／18：30

ルネッサンスの夜明け――。
男は中世を破壊した。
争いに向かおうとする不穏な時代に、全ヨーロッパ統一
という野望を抱いた男の戦いの物語。

@pachirisa

春爛漫！華やかな
アフタヌーンティー

4月1日（水）〜4月30日（木）
提供時間：11:00〜17:00

さくら仕立てのチョコレート細工やさくらゼリー、ロー
ルケーキを楽しめるアフタヌーンティー。
春を彩る華や
かな見た目と味わいで、優雅な午後のひとときをお楽し
みください。 ￥4,235（税金・サービス料込み）／ 桜の
塩漬け入りロゼスパークリングワイン付 ￥ 4,840（税
金・サービス料込み）

出演：中川晃教 他
明治座
中央区日本橋浜町 2-31-1
☎03-3666-6666
（明治座チケットセンター）
※営業時間 10:00 〜 17:00
www.meijiza.co.jp

ロイヤルパークホテル ロビーラウンジ フォンテーヌ
中央区日本橋蛎殻町 2-1-1
☎03-5641-3600
（レストラン予約専用ダイヤル 9:00 〜 20:00）

き、シミ抜きをしてから裏の紙を打ち替えて新しく表装し
ます。
保存状態にもよりますが 100 年ほど経っている作

稲崎 いいですね。
うちにも小さい頃から知っている近所の子で大

品でも、1 度手を入れることでさらに 100 年ほど持つよう

学は建築の道へ進む子がいて。
僕も以前は建築事務所に勤めていた

になります。

から、わからないことがあったらおじさんのところにおいでと伝え
ると、本当に来て模型を作ったりしています
（笑）
。
実は浜町って隠れ

大西・百田 （修復した作品をみて）
素敵ですね！

た職人が多い街で頼れる人がたくさんいる。
すぐそこにも宮内庁御
用達の冷蔵庫を作っているステンレスの加工屋さんがいたりしま

大西 私たちは大学時代から 6 年間を京都で過ごしました。
当時お寺でお茶を習っていたの

す。

ですが、毎日綺麗にお手入れして誰がみても美しく保たれている建築が日常的な和尚さまに
『なぜ現代建築をやるのか？ 』と聞かれて、私は良い答えが見つかりませんでした。
日本の建

百田 知恵や知識、技みたいなものは本やネットで調べるのと、普段

築は毎日きちんとお掃除しながら修復し、" 手をかけて愛すること " によって長持ちしますよ

の生活のなかで知るのとでは全く異なりますよね。
あそこのおじ

ね。
私たちが手がける建築も何年も手をかけたくなる、そんな愛される建築でありたいと稲崎

ちゃんに教わったという記憶はずっと残っていくもの。
学ぶべきこ

さんの表具を拝見し再確認できました。

とがたくさんある街はとても豊かですね。

稲崎 建物も表具も道具。
やっぱり使い込めば使い込むほどツヤがでて、大事にされることで

買う・食べる・遊ぶ・集う！
地域共生型の浜町マルシェ
３ヶ月に一度開催される浜町マルシェは、日本全国から
集まる約 30 店舗のほか、地元商店街が出店する「地域
共生型」の都市型マルシェ。
当日は、旬の野菜や果物、
ジャムなどの加工品、
雑貨、
花などが並びます。
浜町マルシェ
中央区日本橋浜町 3-3-1
トルナーレ日本橋浜町 1F 広場
http://hamacho.jp/hamachomarche/

裏日本橋アプリで街でのお買い物が
もっと楽しく！もっと便利に！
日本橋の東側に位置し、6 つの商店街からなる「お江戸
日本橋東地区会」エリア。
その 6 つの商店街による公式
アプリ「裏日本橋」がスタートしました。
裏日本橋アプリ
では、加盟店舗の情報を一堂に見ることができます。
随
時、イベント情報やお得な情報を更新！アプリと合わせ
て、裏日本橋マップを片手に商店街でのお買い物をお楽
しみください。

美しさが表れるものですよね。

経新堂 稲崎
東京都中央区日本橋浜町 2-48-7
☎03-3666-6494
http://kyoshindo.com

一級建築士事務所
大西麻貴＋百田有希 / o+h

東京都中央区日本橋浜町 3-10-1
浜町 LAB.
☎03-6264-9876
http://www.onishihyakuda.com/

※3 月 28 日 ( 土 ) やげんぼり縁日音楽祭、29 日 ( 日 )
人形町春てん、甘酒横丁桜まつり、浜町裏日本橋桜まつ
りをつなぐスタンプラリーをアプリにて行います。

4月19日（日）10:00〜17:30
4月20日（月）10:30〜19:00

第2回
裏日本橋桜まつり

3月29日（日）10：00〜16：00

毎年多くのお花見客でにぎわう浜町公園。
その公園前の
緑道では地元商店街出店の屋台が並び、濱町焼きそばや
お好み焼き、生ビールなどをご購入いただけます。
特設
の飲食スペースで一休みするのも OK ！浜町公園での
お花見を絶品屋台料理と共にお楽しみください。
第 2 回裏日本橋桜まつり
浜町公園前緑道
（浜町駅 A2 出口すぐ）
受付：明治座前でチケットを購入後、
緑道内屋台で交換

大人気イベント！
浜町寄席

4月14日(火)15:00〜（開場14:30〜）

浜町在住の落語家、三遊亭楽生さん、三遊亭朝橘さんに
よる月に一度の浜町寄席。
毎月大人気のイベントです。
時事ネタなどを盛り込んだ落語は初めての方でも十分
に楽しむことができます。
事前申し込みは不要ですので
お気軽にご参加ください。
Hama House
中央区日本橋浜町 3-10-6
☎03-6661-7084
出演 三遊亭楽生、
三遊亭朝橘、
他
木戸銭 1,000 円（税込・当日現金払い・ドリンクセッ
トもあり）
http://hamacho.jp/hamahouse/
BRIDGE のお問合せ先は、
HAMACHO.JP WEB サイトまで。
その他、
浜町をもっと知ってもっと楽しめるコンテンツも盛りだくさん。

hamacho.jp

