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スペシャルインタビュースペシャルインタビュー
　『まちだ自慢』サポーターの一員である中垣さんは、市内
在住の絵本作家・イラストレーターとして活躍されています。
　中垣さんの描くイラストは、繊細な線で個性的なキャラク
ターがたくさん登場するのが特徴です。以前から市内在住
であることにこだわり創作活動を続けている中垣さんに、町
田への思いや今後の活動についてお話を伺いました。

中垣さん　9歳の時に、家族と横浜市の青葉区に引っ越し
てきました。高校の終わりごろに今も実家のある成瀬へ引っ
越してからは、ずっと町田に住んでいます。ひとり暮らしを
していた時もずっと町田で、結婚して部屋が手狭になったの
をきっかけに、2年前から今の事務所兼自宅で暮らしてい
ます。

中垣さん　実は青葉区に住んでいた頃から、友達と遊びに
行ったり、その頃やっていたサッカーの道具を選びに行った
りするのはいつも町田だったんです。渋谷に行くより近くて
何でもそろうので。当時の町田の印象はというと、都会で、
何でも売っているところ、という感じでした。

中垣さん　街の雰囲気は随分変わって、近代的になったなぁ
と思います。今は「東急ツインズ」に入っている「東急ハンズ」
も、以前はもっと大きい建物に入っていましたし、残念なが
ら今はなくなってしまった映画館も、当時はいくつもありま
した。「109」ができたときは、「町田に109？」と少し違和感
がありましたが、上の階には公民館（生涯学習センター）が
入っていますよね。ギャルもお年寄りも集まるところになっ
ているのが、なんとも町田らしいと思います。

中垣さん　2006年に雑誌で連載がスタートした4コマ漫画
「町田家、あさって、しあさって。」という作品は、当時の担
当編集者さんからの「町田に住んでいるならタイトルにも町
田と入れてはどうか？」というアドバイスがきっかけで生まれ
ました。それ以降は、市内在住であることを１つのアピール
ポイントと考えています。ときどきアイデアに煮詰まってしま
うこともありますが、そんな時は車を運転したり街に出るよ
うにしています。繁華街をただ歩くだけで、ふとアイデアが
降りてくるのが不思議ですね。そういう意味でも、市内在
住であることに今後もこだわっていきたいです。

中垣さん　やはり、今のまま変わらないでほしいです。ただ、
近い将来モノレールが町田にも延びるかもしれないと聞きま
した。そうなれば、町田の人は地元が大好きなので流出は
あまり考えられませんから、流出よりも流入が大きく見込め
ると思います。周辺の都市から町田を訪れる人たちが今以
上に増えるのかな？と期待しています。

中垣さんの個展が市内で開催されます！ 会期：8月21日(金) ～ 9月1日（火）
時間：午前11時～午後7時（最終日は午後5時まで）　水曜定休
会場：ギャラリークレア（原町田4-6-8 スペランツァ町田2階）　

絵本の原画や描きおろしのイラストを多数展示。オリジナルグッズ等の販売や、子ども向け工作ワークショップも開催予定です。

「中垣ゆたか 絵本・イラスト展」（入場無料）

歩くだけでふとアイデアが
降りてくる不思議な街

【プロフィール】
1977年福岡県小倉生まれ、町
田市在住。2006年から本格的
にイラスト活動を開始。同年の
「ミュージック・マガジン」5月
号から4コマ漫画「町田家、あ
さって、しあさって。」を連載開
始（現在ブログにて連載中）。
雑誌やCDジャケットのイラスト
制作のほか、「ぎょうれつ」（偕
成社）、「よーい、ドン！」（ほる
ぷ出版）など絵本作家としても
活躍中。

中垣さんの
『まちだ自慢』スポットは ！コ コ

世界堂 町田店
　画材や額縁など、絵にまつわるあらゆる物
がそろうお店です。新宿などのお店に比べる
と建物は小さいのですが、取り扱っている
品物は引けをとりません。画材はもちろん
ですが、作品を展示するための額もここに
注文しています。（中垣ゆたかさん撮影）
　　　原町田4-2-1

こがさかベイク
　以前から前を車で通るたびに気になって
いたお店です。白い壁と変わった形の建物
が目を引きます。パウンドケーキなど焼き
菓子の専門店で、店内もおしゃれな雰囲気。
2階にはカフェスペースやテラス席もあり
ます。（中垣ゆたかさん撮影）
　　　高ヶ坂5-12-1

町田にはいつごろから住んでいるのですか？

町田に住むようになる前は、
中垣さんにとって町田とはどんな街でしたか？

市内在住であることにこだわっているのはなぜですか？

町田という街がこうであってほしい、
という希望はありますか？

実際に住むようになってからは、印象は変わりましたか？ 

　7月4日（土）、市庁舎3階会議室で『まちだ自慢』ミーティングを開催しました。
　今回は、町田駅周辺を歩きながら、商店で食材を調達し、一人ひとりが世
界でひとつだけの「まちだ商店街サンド」を作るという企画。
　出席した17人のサポーターの皆さんが、買い物から調理まで行い、まちだの
味があふれるサンドが完成しました。
　「まちだ商店街サンド」を食べた後は、この企画を通して改めて感じたまちだの
「魅力」や「らしさ」、魅力発信につながる活動のアイデアについて話し合いま
した。

　今回の「商店街サンド」は、日本各地のロー
カルな魅力を伝えるウェブサイト「コロカル」と
の共同企画で行いました。
　後日、「コロカル」のサイトに当日の様子が
紹介されます。

『まちだ自慢』サポーター活動レポート

参加した『まちだ自慢』サポーターの皆さん

それぞれの「まちだ商店街サンド」を作っています
完成した
「まちだ商店街
サンド」のひとつ

まちだの魅力発信アイデアの
話し合いをしました
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7月4日開催『まちだ自慢』ミーティング
「まちだ商店街サンド」を作ろう！
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『まちだ自慢』特集

　夏は海や山、キャンプ、スポーツ観戦など、外へ出る機会が多くなるので
はないでしょうか。強い日差しが照らすこの季節は、青い空や緑の木々など、
景色が色鮮やかに目に映るものです。
　そこで今回は、日ごろから写真を趣味としている2人の『まちだ自慢』サポー
ターが、市内のおすすめ撮影スポットを紹介します。
※撮影スポットを訪れた際にはルールを守り、楽しんで撮影しましょう。

市 内 撮  影 ス  ポ    トの ッおすすめ

撮  影 ス  ポ    トッ市 内 の

　日ごろからスマートフォンやコンパクトカメラを持ち
歩き、何気ない日常の風景を自分なりの解釈で撮るのが
好きです。『まちだ自慢』サポーターとして、写真を通じて
町田の魅力を発信できたらと思っています。いつか地域
をテーマにした写真展や写真集を出すのが夢です。

　写真は目の前に見えるものを自分なりにどう感じる
かが大切なので、いつもの通り道や見慣れた風景も、
絶好の撮影対象となります。町田駅近くに住んでいる
ので、徒歩圏内にある線路沿いを歩いて写真を撮る
ことも多いですね。陸橋の上から電車を見下ろすよう
に撮ってみたり、
レンズを通して
自分の街を見て
みると思わぬ
発見があります。
夜の明かりで
撮る写真も雰囲
気がありますよ。

『まちだ自慢』サポーター 行田岳史さん
　通称「カリヨン広場」と呼ばれているこの
広場は、さまざまなイベントが行われる場所
です。お祭り会場となるときは、参加する人
たちの表情がいきいきしていることに加えて、躍
動感のある写真が撮れるのでおすすめです。
　　　　　　　　　　　（行田岳史さん撮影）

　お気に入りのカレー店があるほか、町田ターミナルロード側に
ある大判焼きと小籠包のお店で仕事帰りに家族へおみやげを買う
こともしばしば。いつも活気がありますが、ちょっと横道へ入ると
また違った雰囲気の写真が撮れます。（行田岳史さん撮影）

❶モノクロ（白黒）写真を撮る
　どこにでもある風景をドラマチックに見せるのがモノクロ写真です。デジ
タルカメラは、カラーで撮ってから変換できるので、その違いを楽しんで
みて下さい。

❷撮った写真をアルバムにしてみる
　必ずしも撮った順番ではなく、イメージフィルムのように1枚1枚の写真を
つなぎ合わせる感覚で配置してみると、新しい発見があると思います。

❶ 小田急線の線路沿い

❷ 小田急町田駅東口広場

❸ 仲見世商店街

撮影を楽しむための  　 つのポイント行田さんが
お伝えする！ 2

撮  影 ス  ポ    トッ市 内 の

　5年ほど前から写真を趣味にしています。私の場合は、
公園へのお散歩など、何か他のことを楽しみながら写真
も撮るというスタイル。撮った写真は個人のブログに載
せたり、Facebook（フェイスブック）などのSNSで公開
しています。後で見直すと、いつどんなところへ行った
のかを思い出せるのが写真のいいところだと思います。

　JR横浜線と小田急線、どちらの町田駅からも13分程度の場所にある、南北に
長い公園です。春は桜がきれいですし、夏は「虹と水の広場」のせせらぎで遊ぶ元
気な子どもたちの姿、噴水のオブジェの写真も迫力があると思います。海やプー
ルよりも身近なところにあって、無料で楽しめる水場なので魅力的ですよね。秋

はもちろん紅葉がきれいですし、冬に
は落葉が敷き詰められた地面に木の影

がかかった
様子など、
ドラマチッ
クな写真が
撮れます。

『まちだ自慢』サポーター 近藤ひとみさん
　市民なら誰でも知っている公園ですが、やはり1年
を通じてさまざまなお花が楽しめるので、写真好きの
方にもおすすめです。桜や紅葉の時期にはカメラを
持った人を多く見かけますし、カワセミの撮影スポット
としても人気があります。（近藤ひとみさん撮影）

　学問の神様・菅原道真公を祀っていることで有名な神社なの
で、一番人が多いのは受験シーズンや初詣の頃でしょうか。
でも、ここの桜は本当に見事なんですよ。ゆっくり桜を撮影した
い人にとっては穴場といえるスポットです。（近藤ひとみさん撮影）

撮影を楽しむための  　 つのポイント

本町田802

野津田町3270

近藤さんが
お伝えする！
❶撮影時間を変えて光の変化を楽しむ
　屋外での撮影は午前中の光がベストですが、昼過ぎくらいに訪れると午前
中とは別の場所に光が当たって、違った雰囲気の写真が撮れますよ。

❷お気に入りの場所を見つける
　芹ヶ谷公園の中にはカモがいる沼や、湧き水の流れ、木々の間を抜ける
山道のような階段などいろんな場所があります。お気に入りの場所が見つか
ったら、季節ごとに訪れて写真を撮ってみて下さい。

❶ 芹ヶ谷公園

❷ 町田薬師池公園 四季彩の杜 薬師池

❸ 菅原神社
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『まちだ自慢』
サポーターが紹介！

『まちだ自慢』特集

春に線路沿いで行田さんが
撮影した写真

線路が見下ろせる陸橋から写真を撮る
行田さん

公園内のお気に入りの場所にカメラを
向ける近藤さん

「虹と水の広場」は水の流れて
いる夏場が撮影のベストシーズン
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市民が主役になる「まちだシティプロモーション」の取り組みとして、市の魅力を市内外に積極的に発信する方たちです。２０１４年８月に活動を始め、
現在３３０人ほどの方がまちだの魅力を発信しています。『まちだ自慢』サポーターからの情報はこちらをチェック！ 検索ぐるたび 町田

　『まちだ自慢』サポーターとは　

『まちだ自慢』特集




