
スーク・シラーハ通り

全体に関わるもの

Souq al-Silah

Wholes

宮殿（邸宅）

マンジャグ・シラーフダール邸

Palace of Manjak Silahdar

公衆浴場（ハンマーム）

ハンマーム・（アミール）・バシュターク

Hammam (Amir) Bashtak

サビール・クッターブ

（イルゲイ・ユーズフィーモスク附設）

Sabil Kuttab 

attached Mosque of Ilgay Yusufi

サビール・クッターブ・シナン・パシャ

（ウィカーラに附設）

Sabil Kuttab Mustafa Sinan 

attached Wikala

サビール・クッターブ・ルカイヤ・ドゥドゥ

Sabil Kuttab Ruqayya Dudu

サビール・クッターブ・ハサン

・アガー・コーカリアーン

Sabil Kuttab Hasan Agha Koklaian

完全に修復され再利用され、観光地としてオープンした。

・完全な復元と再利用を行い、観光地としてオープンした。

・滝屋として再利用 通行人の水補給のためにホスピスとして利用され

ていた。

・地域の無能力者に食料を提供するセンターとして利用する。そして

以前のように使用する

・完全に修復して再利用し、観光地としてオープン。

・小さな書店を併設。

・住民の手工芸品を展示する公募展の入り口として門を使用したエリ

アを完全に再開・復元する。

・工芸品を教えるための小さな学校を開校。

・ゲートの1つは、女性の手工芸品/ハンドメイドのための展示会を含

んでいます。

・観光案内と地域の名所を紹介するセンターを開設する。

住民ワークショップ意見（男性）グループA

・スーク・シラーハ をオープンミュージアムとして修復・再利用し、

観光客にアピールする。

・女性や子供に手芸を教えるワークショップや手芸教室を開設。

・手工芸品の直売所を開設する。

・古代の民話を語り、地域の歴史や芸術の発展を紹介する子供向けの

小劇場の開設。

・ファティマ・アル・ナバウィヤ病院近くのラミーの土地のように、

状態の悪い建物の撤去と取り壊し、既存の建物のファサードを地域の

歴史的特徴に合うように作り直す。

・行動とモラルの啓蒙。芸術と才能の促進。

・Darb Al-Ansiah 病院に隣接する俳優 Ahmed Al-Halawani の家の修

復と検査。

・Souq Al-Selah 通りの両側の建物を修復し、オープンミュージアム

として観光地として再 開、歴史認識ツアーを実施し、人々にこの地域

の歴史について教育している。

・Souq Al-Selah 通りを交通のない歩行者専用通路とし、Tok Tok を

通りおよびすべてのエリアから排除する。

・再オープンして修復し、観光地や治療場として住民や観光客に利用

される。

・美容室、女性用朝風呂、男性用夜風呂としてオープンする。

・ハントゥールのような直通の交通手段を提供する。

・居住者向け（男性夜間、女性夜間）、外国人観光客向け（曜日）の

カスタマイズが可能です。

・人気のあるトイレとして再利用

・完全修復し、イスラム教の教科を教える学校として再利用。

・クルアーン、暗記室として使用。

・観光地としてオープン
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・アガー・コーカリアーン

Sabil Kuttab Hasan Agha Koklaian

・地下にあるWSを同じ場所に集めるため、ウィカーラを再開する。

・図書館.

・イスラム教センター

・祈りのために開放する.

・クッターブを子供たちのために開放する。

・再開発とゲートのケア.

・ゲートの入り口を、スーク・シラーハ地区への案内をする歴史情報

センターとする。

・スーク・シラーハ地区で最も良い場所とその情報を案内する地図を

配布し、各場所にその情報を提供する看板を追加する。

・観光名所として活用する。

・Refaie masjedとSultan Hassanの学校への完璧な眺望のためのホテ

ル

住民ワークショップ意見（男性）グループB

・以前のように、観光客が再びこの通りに来てくれることが必要だ。"

・" この地域でトゥクトゥクを使用するのは止めたい、なぜなら多く

の問題が生じたからだ。

・高層ビルが立ち並び、日当たりも悪く、空気も悪い。

・子供たちは地域の重要性を理解できないので、地域をきれいに保と

うとはしませんが、私たちは意識を持つべきです。

・この地域にあるマッカムを撤去して、ザウィアを広くする。

・ゴミ処理業者を雇い、通りをきれいにすること。

・適当な木がある。

・スーク・シラーハを朝の時間帯は車を入れない人間専用の場所に

し、夜間はWSの資材のためにだけ車の進入を許可する。

・ハラーやゾークに入るには、救急車より小さいものが必要。

・消防署が近くにあること。

・公共のハンマームとして再オープンする。

・女性のための日と男性のための日があります。

・ハンマームの完全なプライバシーを確保するための警備をつける。

・モスクはすでに祈るために使われています。

・小さな病院が併設されており、救急部門がある。



スーク・シラーハ通り

全体に関わるもの

Souq al-Silah
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マンジャグ・シラーフダール邸

Palace of Manjak Silahdar

公衆浴場（ハンマーム）

ハンマーム・（アミール）・バシュターク

Hammam (Amir) Bashtak

サビール・クッターブ

（イルゲイ・ユーズフィーモスク附設）

Sabil Kuttab 

attached Mosque of Ilgay Yusufi

サビール・クッターブ・シナン・パシャ

（ウィカーラに附設）

Sabil Kuttab Mustafa Sinan 

attached Wikala

サビール・クッターブ・ルカイヤ・ドゥドゥ

Sabil Kuttab Ruqayya Dudu

サビール・クッターブ・ハサン

・完全なかたちで修復し、観光施設としてオープンする。

・ゲストハウスとして使用する。コーヒーショップを1階に設ける。

・部屋を修復し、ホテルの客室として貸し出す。

・完全なかたちで修復し、観光施設として再利用する。

・Takiyyaすなわち、通行人へ水を提供する施設として再利用する。

・地域で困窮している人へ食料を提供するセンターとして利用する。

（昔の使われ方の復活）

・完全なかたちで修復し、観光施設して再利用する。

・小さな書店を設ける。

・高齢者のための文化センターとして利用する。

・完全なかたちで再開し、子供たちのための公園への入口として修復

する。

・スーク・シラーハのランドマークとして、昔にはあった焼き菓子や

伝統的な食品を販売する小さなレストランをオープンする。

・ゲートのひとつには、住民の手工芸品/ハンドメイドの展示を含め

る。

・園内には、子供向けのオープンシアターを設ける。

・観光案内と地域の名所を紹介するセンターとして開設する。

住民ワークショップ意見（女性）グループA

・スーク・シラーハを修復し、オープンミュージアムとして観光に利

用する。

・女性や子供に手芸を教えるワークショップを開催する。

・手工芸品の直売所を開設する。

・子供向けの小劇場を開き、古代の民話や地域の歴史を紹介する。

・状態の悪い建物の撤去・解体、既存建物のファサードを地域の歴史

的特徴に合うよう再構築する。

・撤去解体建物の所有者に適切な代替住宅を提供する。

・Darb Al-Ansiah 病院に隣接する画家 Ahmed Al-Halawani の家の

調査・修復をおこなう。

・スーク・シラーハの両側建物を修復して、オープンミュージアムの

観光地として再開する。またこの地域の歴史を学べる歴史ガイドツ

アーを実施する。

・スーク・シラーハを交通問題のない歩行者専用通路にする。

・通りの両側に庶民的料理のレストランをオープンさせる。

・観光施設や治療場として再オープンし、修復して住民や観光客に利

用されること。

・女性のための美容サロンを開く。

・直接行ける交通便を提供する。

・住民（男性・女性）のための利用日、外国人観光客のための利用日

を設定する。

・ポピュラーな浴室として再利用。

・完全なかたちで修復し、イスラム教を教える学校として再利用す

る。

・コーランを覚える家として使用する。

・観光施設としてオープンする。



・アガー・コーカリアーン

Sabil Kuttab Hasan Agha Koklaian

・完全なかたちで修復し、観光施設して再利用する。

・小さな書店を設ける。

・高齢者のための文化センターとして利用する。
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・小さな貿易センターとしてウィカーラを再開し、同じ地域でワー

クショップを開催し、その製品を展示する。

・女性のためのホスティングエリアとして開発する。

・小さなレストランとカフェテリアを備えたエンターテイメント

エリアとして、女性が楽しく過ごすために集まる場所（男性はサッ

カーを見ながらそこに集まる「qahua قهوة」がありますが、私た

ちには自由に倒れる場所がない）。

・女性の名前なので、同じ名前にする。
・礼拝のために再開する。

・子供のための特別なエリアを持つ大きな図書館を持つ。

・イスラム教徒の結婚のための場所を持つ（الكتاب كتب）.

・識字のためのクラスを持つ.

・再開と開発、門の手入れをする。

・ゲートの入り口を歴史情報センターにし、スーク・シラーハ地

区への案内をする。

・スーク・シラーハのベストスポットとそれに関する情報を案内

する地図を配布する。

・バザールとしてスーク・シラーハの住民が作ったアラビスクや手

工芸品などの製品を展示するコーナーを作る。

・観光名所として利用する。

・屋根があると、Refaie masjedとSultan Hassanの学校の絶好の

眺めが楽しめるストランになる

住民ワークショップ（女性）グループB

・"今のストリートの様子を見て、恥ずかしくなることもある。

・私の息子は、車のせいで路上で事故にあった。

・" この家のオーナーは、高層ビルを建てるために、私の家族を追

い出したがっている（彼らは月4エジプトポンドで部屋を借りてい

る）。

・" 犬や羊のような動物が通りを行き交い、私や家族を悩ませてい

る。" 

・学校はとても混雑している。

・" 私は書くことも読むこともできません" （20歳女性）

・スポーツクラブ、体育館.

・芸術的才能の開発センター.

・母親たちに家庭でできるリサイクルの方法を教える. (女性ワーク

ショップ)

・ゴミ問題を解決する.

・スーク・アルシラで電気自動車を使用する.

・一般的なハンマームとして再開する。

・女性のための日と男性のための日がある。

・上階をキッズエリアに改築し、ハンマームで過ごすまで子供を預

けることができるようにしました。

・高齢者のためのサウナと理学療法がある。

・モスクはすでに祈るために使われている。

・男性と子供のためのコーランとイスラム教のクラスを追加する.

・ハラムリクを再開して、女性のためのイスラム学校にし、子供と

一緒に学べるようにする.


