
暮 ら し の 根 は ど こ ま で も 伸 び る

緑豊かな自然が残りつつ
都会へのアクセスが良い街
奈良県香芝市の五位堂近辺を特集。ここにしかない街を楽し
んでほしい。今ここに住んでいる人から、これから住もうと考え
ている人にも、もっといいところがあると気づいてほしい。ここ
に根づく歴史と人との関わりをまとめました。
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竹取公園のある場所は、あの竹取物語
の舞台と言われる場所です。

林産婦人科は五位堂駅からもアクセス
が良く通いやすい病院です。

健康と教育のスペシャリストを育てる総
合大学の畿央大学があります。

高塚地区公園では、ゆったりとした時間を
過ごすことができます。

厳選素材でじっくり焼き上げたおいしいパ
ンが並ぶブーランジェリー・シュルプリー

「暮らしの根はどこまでも伸びる」
NEとはより豊かな家の買い方を提案するために、SOUSEI株式会社から発行される広報誌。
街に根をはり、より豊かに暮らしていけるように、地域と暮らしの関係を取材しています。
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五位堂の魅力を紹介!INTERVIEW 4 五位堂の日常PHOTO GALLERY

五位堂付近地図

大阪都心に30分というスムーズな交通
アクセスが魅力の近鉄「五位堂」駅。

竹取公園
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SOUSEI OB / Mさん夫婦
インタビューPROFILE

夫婦とも家からは、歩いて12分で着きます。

Q.自宅から駅まではどれくらいで到着しますか？

電車を利用しての天王寺動物園や、車で広陵町の竹取公園、
すみれ野の公園にもいきます。電車が見れる公園があるので。
あと、買い物はアルルにもよく行きます。

Q.休日はどこに遊びに行かれますか？

五位堂から約1時間です！

Q.奥様の通勤時間は？

五位堂から約1時間10分です！

Q.ご主人の通勤時間は？

五位堂駅から天王寺
動物園は、車でも電車
でも約１時間で行くこ
とができます！

@sousei_ inc www.sousei -archi .com / @souse i . a r ch i . in fo
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五位堂駅
から約1時間

車:52分（４８km）
電車:１時間17分(850円）

車:42分（27km）　電車:57分(560円）

車:１時間13分（４８km）
電車:１時間12分（980円）

車:51分（26km）
電車:１時間
( 560円）

車:43分（31km）
電車:35分(490円）

車:43分（29km）
電車:45分(670円）

車:50分（44km）
電車:55分(850円）
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アクセスの良い五位堂駅から見える世界INTERVIEW 1 先生に聞いた五位堂の働く女性INTERVIEW 2

遊び場充実！五位堂から遊びに行こう！INTERVIEW 3

〒639-0223
奈良県香芝市真美ヶ丘
１丁目１４-１１
TEL/0745-78-3344
営業時間/8：30～19：00
定休日/木曜日、第1・3水曜日

平田幸男さん
ブーランジェリー・シュルプリーズ
インタビューPROFILE

34歳、東京で働いていたときに「TVチャン
ピオン」という番組で、パンのチャンピオ
ンになりました。そのときに、東京でお店
をやろうと考えてはいたのですが、子ども
がまだ小さかった。そんな時、ここ、真美ケ
丘でテナントが空いているからやってみ
ないかという話を親戚から頂いたのと、

東京のお店で働いていたときは、流行の
最先端をいつも追っていました。でも、ここで
は「地元密着」。お洒落なパンだけではなく
て、お子さんが食べるパン、お年寄りが食べ
るパン。この地域に暮らす、いろいろな世代
の人に愛されるパンづくりを意識していま

地域にあわせたパンづくり

パン屋を五位堂ではじめた頃
実家が近かった（広陵町と柏原市）という
こともあり、移り住んできました。21年ほ
ど前のことです。当時、この五位堂のあた
りは、まだ開発の進んでいない地域で、い
まのようにコンビニやスーパーがあちこ
ちにあったり、畿央大学もなかったの
で、落ち着いた住みやすい田舎でした。
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のパン屋
窓から見える街

時間帯で
変わる

おいしいものが好きだから、できる限りおいしいものを。そんな想い
が僕にはあります。発酵バターやきび糖を使用して材料にこだわっ
たり、生地づくりは誰にも負けないくらいの自信があります。その
甲斐もあってか、朝には出勤前に寄ってくれる会社員。昼にはランチ
を買いに来てくれるお年寄りや主婦。夕方には子どもをお迎えに
いった帰りのお母さんや授業終わりの大学生。ほんとうに幅広い世
代のお客さんに恵まれています。曜日によっても様子は変わり、土日
は馬見丘陵公園へ遊びに行った帰りにご家族が寄ってくれたり、
野球グラウンドが近くにあるのでチームへの差し入れを買いに来て
くれたり。街の様子をお店にいながら感じることができるんです。

時間帯や曜日で変わるお客さん

やっぱり、住み心地はすごくいいですよね。大阪にも20～30分で出ら
れるし、コンビニもお医者さんもある。スーパーでは安いモノも良い
モノも揃えることができる。大学もあるから10～20代の若い世代も
いる。子育てや環境のいいところを求めて引越しをしてくる人も多い
ので、街が生き生きとしています。くわえて僕たちは、お店をとおして
地元の人とのお付き合いもあるので、本当にいいところだと思いま

パン屋の「五位堂」へのまなざし

7:00

8 :30

19 :00

18 :00

21年もお店をやっていると、開店した頃はベ
ビーカーに乗っていた子どもだったのに、い
までは家族をもって、お子さんを連れてくるよ
うなお客さんも多くいらっしゃいます。うれし
いですよね。お店の流れとともに成長も見守

るので。僕たちもそういった「つながり」は大
切にしていたいので、最近では一升餅のかわ
りに一升パンをつくって、1歳の誕生日をお祝
いしたりすることもしています。パン屋として
できることを街のためにやっていきたいです

窓から登校する
小学生たちの
姿が！

登校する
高校生たちの
姿も！

大学に向かう
生徒が窓から
見えます！

サラリーマンが
出勤前に買いに
来てくれます!

小学生から順番に
帰宅してくる様子が
窓から見えます！

仕事
帰りの方が
買いに来て
くれます！

林産婦人科  林先生に聞く！

五位堂の働く女性 ! 白鳳会 林産婦人科 五位堂医院
〒639-0223
奈良県香芝市真美ヶ丘1丁目13-27
TEL/0745-71-5201

林産婦人科 / 林 行夫 先生
インタビューPROFILE

産後に働く女性のケアも欠かせま

せん。育児ケアやカウンセリング、

整体などにも力を入れています。

働きながら、育児もして、家事も

して。そこに必要とするパワー

は、男性では想像がつかないも

のがあります。だからこそ、そこ

に少しでも寄り添ってあげたい

と思うのです。

竹取物語の舞台となった地にある地元で人気の公園です。
小さい子どもから小学校高学年くらいまで遊べる、多種多様な
アスレチックや遊具がたくさんあります！

所々に多くの古墳や池がある、お散歩するのに最適な、とっても広
い公園です。４つのエリアに分かれる園内のうち、北エリアは子ど
も達に人気の大型遊具があります。

春には多くの桜が綺麗に咲き、多くの人たちが花見を楽しんでい
ます。ジャングルジム、ブランコなど遊具があり子供連れの家族
も多く利用しています。

働く女性に寄り添ったサポートを！

五位堂から近いおすすめ公園 SOUSEIがオススメする、のびのび遊べる公園から
遊具の多い公園まで!五位堂の近くには公園がたくさん！

竹取公園 馬見丘陵公園 高塚地区公園おす
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私たちが大切にしているコンセプトです。具体例を言うと、できるだけ夜
間の診療を充実させるようにしています。五位堂には大阪へ通勤して、退
社後に病院へ足を運ばれる方も多くいます。そこに対応するとなると21時
半や22時くらいまで診療していることもあるくらいです。「働く」と「出産」
を両立しやすいように、できる限りのサポートをしたいと考えています。

働く女性、妊婦さんにやさしい病院

五位堂は、大阪へのアクセスが便利とい
うことはもちろん、「豊かな自然」へアクセ
スもできるというポイントは見逃せませ
ん。平日は働きながら、休日には家族で二

子育てを充実させる「アクセス」の良さ
へ出かけたり、三輪山や橿原神宮などの
史跡巡りを楽しむこともできます。暮らし
のバランスがとりやすいので、子育ても
しやすいですよね。


