２０１７年 月に 号館
が新設されたのを機に︑建
物の一部を学生寮とするこ
と が 決 ま り︑２ ０ １ ８ 年
２月より募集が開始され
た︒大 学 か ら 徒 歩 ５ 分 と
い う 立 地 に 加 え︑家 賃 は
６９０００円からという破

▲▶︵ 上 ︶玄関とリノベー
ションされたエントランスの
様子︑
︵右︶部屋の内観＝秋
本篤弥撮影

葛飾キャンパスで活動している金町食文化研究会
は︑最も活発な団体の一つだ︒同研究会は﹁食を通
して﹂
を標語にさまざまなイベントを企画してきた︒
今年の主な活動は 月に葛飾区金町で開催する予定
の﹁街バル﹂だ︒

格の金額であり︑待望の学
生寮完成に対して﹁もっと
早く知りたかった﹂という
声が多い︒知っていれば住
んでいた︑という学生も多
いだろう︒
寮の魅力は立地︑家賃以
外にも溢れていた︒寮では
今でもリノベーションが続
いており︑最近完成した１
階エントランスは学生寮を
超えた高級感のある空間に
変わった︒ラウンジには
型の大型テレビが設置され
ており︑ 杯の時は学生
が集い大いに盛り上がった
という︒また︑玄関には郵
便受け以外に宅配ボックス
も設置されている︒入館だ
けでなく︑エレベーターの
使用にもカードキーが必要
となるなどセキュリティ強
化の工事も進行中だ︒２階
には研究室と教員宿舎があ
り︑フロアの様子は理科大
そのものだ︒
３階から上は学生の居住
階 だ︒部 屋 は １ で︑バ
ス・トイレ別︒トイレもバ
スルームも広く︑キッチン
の代わりの大きな流し台
が設置されてい
には
る︒これだけでも魅力的だ
が︑学習机︑本棚を含む家
具も完備︑乾燥機・電子レ
ンジを含む家電も充実して
いる︒さらにベランダもあ

おすすめスポット題字
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いても検討していく予定と
のことだった︒
寮を運営する︑東京理科
大学インベストメント・マ
ネジメント株式会社は本学
の全額出資により２０１４
年に設立された︒上記の寮
の管理・運営の他にも学内
での賃貸住宅案内や学生の

ための保険代理店業務︑自
動車教習所の紹介︑理科大
グッズの販売等学生をサ
ポートするさまざまな事業
を行い︑その利益の一部は
大学に寄付される︒現在野
田キャンパスにも新しい寮
を建設中であり︑そちらは
女子の入居も可能である︒

北の丸公園の紅葉の見ごろは
北の丸公園は︑神楽坂キャン
月下旬から 月上旬だ︒空き
パスから徒歩 分︑富士見校舎
から徒歩８分ほどのところにあ コマなどにぜひ北の丸公園を訪
る︒皇居の北側に位置し︑都会 れて︑豊かな自然とともに穏や
の真ん中に居ながら自然とふれ かな時間を過ごしてみてはどう
あうことのできる公園だ︒外苑 だろうか︒
を取り囲むお濠や日本武道館︑ ※ケヤキについて
科学技術館︑国立近代美術館な ケヤキは紅葉に個性が有り︑樹
どの文化施設をめぐることがで 木によっては黄色に紅葉すると
き︑歴史と自然の森として多く は限りません︒今年は台風によ
る樹木への塩害があり︑きれい
の人たちに親しまれている︒
春は桜の名所として知られて な紅葉とならず︑枯れたような
いるが︑これからの季節を楽し 状態になる可能性があります︒
むことができる秋の紅葉も絶景 ︵北の丸公園より︶
だ︒特におすすめは︑公園の西
側に位置する﹁モミジ林﹂だ︒
モミジ林には約１４０本のモミ
ジが植えられており︑渓流を模
した川も流れている︒鮮やかな
木々と水の流れる音は都会にい
ることを忘れさせ︑普段なかな
か感じることのできない自然の
癒しを与えてくれる︒そのほか
にも日本武道館前から続く銀杏
並木やケヤキなども黄色に染ま
り︑秋の散策を楽しむことがで
きる︒

り︑眺望も抜群だ︒スーツ
ケース１つで生活を始めら
れる最高の物件だが︑入居
できるのは現状では男子の
み︒会社にとって寮の運営
は初めての事業であり︑建
物の構造上︑管理面を考慮
して女子学生の入居は見送
られた︒今後は女子寮につ
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▲紅葉した北の丸公園の木々＝環境省皇
居外苑管理事務所北の丸分室提供
街バルとは日本語
街
﹂とスペイ
の﹁ Machi
ン語で酒場を意味する
﹁ b﹂
arからなる造語であ
﹂と表記
り︑
﹁ Machibar
される︒開催地区の飲食店
に対して集客支援をし︑地
域の活性化を図ることが狙
いだ︒金町食文化研究会に

よると︑今回金町で開催さ
れる街バルは﹁食を通して
金町を知ってもらう﹂こと
をコンセプトにしており︑
目標動員数は延べ５００人
を目指しているという︒チ
ケット一枚で一食分の街バ
ル専用メニューを楽しめる
制度を採用しており︑お腹

理科大生が
地域を盛り上げる

など課題も残っているが︑ 行っており︑街バル開催に を満たすと同時に葛飾キャ
９月下旬の時点では各参加 向けての準備が着々と進ん ンパス周辺の街並みを満喫
できる仕組みとなってい
店に専用メニューの確認を でいる︒
る︒チ ケ ッ ト は 一 部 三 枚
綴りで２０００円になり︑
１０００部発行される予定
だ︵当日券は２１００円︶
︒
また︑今回は参加に向けて
の飲食店が準備を進めて
いる︒
街バルの開催期間は
２０１８年 月 日︵月︶
から 日︵木︶である︵土︑
日曜日は除く︶
︒開催の１
週間前からは葛飾キャンパ
ス内の生協にてチケットの
前売りが行われる︒

秋 のおすすめスポット

理科大の学生寮
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金町食文化研究会
﹁食を通して﹂
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志を持っており︑それを広
報を担当する会員やイベン
ト企画を担当する会員が具
体的な形に作り上げる︒
同研究会は葛飾キャンパ
ス周辺で︑
﹁街バル﹂とい
う街を散策しながら参加店
舗の街バル専用メニューを
楽しむイベントの開催を準
備している︒街バル企画は
今年の４月には既に立ち上
がっており︑夏休みまでに
店舗への告知及び調査や葛
飾区に対して街バル開催の
許可を取るなどの活動を
行ってきた︒未成年飲酒へ
の対策や街バル開催の周知
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70
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想を
で発信したり︑
金町にある飲食店と協力し
てさまざまなグルメイベン
トを開催したりしている︒
金町食文化研究会は︑会員
の多くが﹁食事を通して交
友の輪を広めたい﹂という

22
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２０１６年春に誕生し︑
今や葛飾キャンパスの一大
勢力ともいえる金町食文化
研究会は︑会員数が約 人
になる︒普段の活動では金
町にある飲食店を巡った
後︑お店の様子や料理の感

13

神楽坂キャンパスに待望の学生寮﹁
ドミ
トリーⅠ﹂が完成して半年がたった︒今回は学生寮
を管理している東京理科大学インベストメント・マ
ネジメント株式会社の伊原育子さんに話を聞き︑寮
を案内してもらった︒

食文化研究会

木曜日
２０１８年１１月１日
４６５号（理大祭直前号）
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