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ハウス最新情報

各ハウス 居住者のブログ
実際の暮らしの様子は、コチラ

上北沢コモンズ
お披露目会のお知らせ
日時：５月７日（土）13 時～
～１６時ごろ
場所：世田谷区上北沢３－２３－７

スガモフラット

http://blog.goo.ne.jp/sugamos2014/
コレクティブハウス聖蹟

http://chcseiseki.blog60.fc2.com/
コレクティブハウス大泉学園

http://blog.livedoor.jp/ch4_oizumi/

ぜひお気軽にお越しください。
お茶を用意してお待ちしています！

事業主募集中！

コレクティブハウスとは？
NPO コレクティブハウジング社(CHC)
が、企画・推進する「多世代でつながる・
地域とつながる」新しい仕組みの賃貸住宅
です。
お知らせ
しばらく、都合により休刊しておりま
したこれこれ新聞ですが、出版の体制を
リニューアルし、出版を再開させていた
だきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

NPO コレクティブハウジング社（CHC）オンライン

定価 200 円

お問い合わせは、03 – 5906 – 5340 または、info@chc.or.jp まで

● コレクティブ
ハウジング入門

● コレクティブ
ハウジング講座

● コーディネータ
ー養成講座

●コレクティブ

コレクティブハウスに住みたい
暮らしづくりに興味のある方

コレクティブハウジングの
ことをお知りになりたい方

コレクティブハウジング
の仕組みを体験したい方

コレクティブハウジング
をコーディネートするた
めのノウハウを学ぶ方

実際のハウスを見てみたい
方

4/9（土）10:00〜12:00
4/13（水）19:00〜21:00
4/27（水）19:00〜21:00

4/8（金）19:00〜20:30
4/11（月）13:30〜15:00
4/28（木）19:00〜20:30

日程はお問い合わせ
ください

参加費： 無料
会場： 目白 CHC オフィス

参加費： 3,000 円
会場： 目白 CHC オフィス

参加費：
一般 20,000 円 /
学生 10,000 円
会場： 目白 CHC オ
フィス

お知らせ

日程はお問い合わせく
ださい
参加費：
一般 20,000 円 /
学生 10,000 円
会場： 目白 CHC オフィ
ス

ハウス見学会

スガモフラット
4/16（土）13:00〜
14:30
コレクティブハウス聖蹟
4/23（土）13:00〜
15:00
参加費： 2,000 円
会場： 各ハウス

● 目白オフィス オープンデイ（さんもくカフェ）
会員のみなさんの交流や意見交換ができる気軽な場として、毎月第三木曜
日午後を「さんもくカフェ」と題し、オフィス オープンデイとしています。
きっかけになる簡単なテーマとお茶菓子を用意して、お待ちしています。
事務局メンバーがおりますので、お話をしながら、関連書籍や資料なども
ご覧いただけます。
お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。
※ 不在の場合もありますので、お越しの際には、事前に事務局までご一報
ください。
TEL: 03-5906-5340 / MAIL: info@chc.or.jp

世田谷区上北沢で新しいタウン
コレクティブが始まります。
お披露目会も開催決定！

居住者インタビュー
各コレクティブハウスの居住者
／元居住者／居住希望者が、暮
らしについて、ハウス居住者に
インタビュー
●この暮らしの魅力って何？

ＣＨＣ設立１５周年記念
イベント開催決定！
201６年４月 2４日(日)
14 時から、豊島区生活産業
プラザで開催されます。

目白 CHC オフィスへのアクセス

連載コラム

● Facebook
CHC の facebook ページ「コレクティブハウジングで行こう！」をホー
ムページのトップページからご覧いただけるようになりました。
ぜひ「いいね！」ボタンへのクリックをお願いいたします。
http://www.chc.or.jp/

コレクティブハウス居住者が
綴る、育児日誌 in コレクテ
ィブハウス 第７回 後半編

お知らせ
近日開催の各講座、オリエン
テーションのスケジュール、
コレクティブハウスの空き住
戸、情報満載！
〒171-0031

定期購読 1,980 円 （年間/送料別）

上北沢コモンズオープン
上北沢コモンズオープン

オリエンテーション

間もなくＣＨＣの新たなタウンコレクティブのコモンハウスとして、世田谷区
上北沢に、上北沢コモンズがオープンします。
このハウスは家主さんがご高齢になり、空き部屋のある住まいを活かす取り組
みです。
すでに、コモンハウスには居住者
が住み始め、オープンに向けた準備
をしています。
３月１１日（金）と１２日（土）
には、耐震補強した箇所の内壁部分
を「壁塗りワークショップ」を開催
して、住まい手と大家さんの家族、
さらにはこの取り組みに今後関わり
たいという有志も駆けつけ、みんな
で力を合わせ完成させました。
今後は、ハウスの「看板づくり」
なども予定しています。 また、このハウスは平成２７年度の世田谷区の「空き家
等地域貢献活用事業」のモデルハウスにもなっています。
３月１９日には北沢タウンホールで開催された「空き
家・空き部屋等地域貢献活用フォーラム」でタウンコレク
ティブについて紹介しました。
現在空き家等の活用のもう一つの課題として、継続的な
ものとしていくことがあります。
そんな点でも、コモンハウスのように住みながら維持管
理をしていく方法が高く評価されました。
今回の地域にどう貢献するかという点
については、このハウスのうち１階の８
畳の応接間と、６畳の和室は、子育て・
高齢者など地域団体への貸し出しを考え
ています。
こうして、地域との繋がりや関わりを
持ち、タウンコレクティブの考えを上北
沢地域の中に展開していくことが、みん
なが豊かな暮らしとなり、一番の地域貢
献と考えています。

東京都豊島区目白 3-4-5 アビタメジロ 302
03-5906-5340

人材募集！ あなたのやる気、専門知識を活かしませんか？
NPO コレクティブハウジング社では、活動に協力してくれる人材を募集しています。 info@chc.or.jp まで

（税込）

CHC 最新活動ニュース

今月のトピック

● 住みたい方

月刊これこれ新聞

http://www.chc.or.jp/

※ お問い合わせは、03-5906-5340 または、info@chc.or.jp まで

※ お問い合わせは、03-5906-5340 または、info@chc.or.jp まで

第１３号

これこれ新聞

ほぼ月刊
CHC

NPO コレクティブハウジング社では、事業主を募集しています。
コレクティブハウスの賃貸事業に興味ある事業主さん、ご連絡お待ちしております！
たくさんの居住希望者が、住みたいまちのエリアを中心に、事業主さん探しの活動を続けています。

スケジュール

201６年４月３日

コレクティブなつながりを創造する

発行 NPO コレクティブハウジング社（CHC）

〒171-0031 東京都豊島区目白

3-4-5 アビタメジロ 302
TEL: 03-5906-5340 / FAX: 03-5906-5341
E-mail: info@chc.or.jp

2

3

これこれ調査隊が行く～居住者インタビュー

第１回
NPO コレクティブハウジング社設立１５周年イベントのお知らせ

コレクティブハウスの居住者／元居住者／居住希望
者が、ハウスの垣根を越えて、暮らしのことを中心に
集まり、交流しているサークルがあります。
その名も、「暮らす会」

みなさまのおかげで、ＮＰＯコレクティブハウジング社は、今年 2 月に設立 15 周年を迎えることが
できました。
近年住まいやコミュニティについて、高齢者や子育て、地域の安全などさまざまな問題に関連して語ら
れるようになっていて、ＣＨＣの役割はますます重要になっています。

今回は、コレクティブハウスについてもっと知って
もらおうと、「これこれ調査隊！」として各ハウスの
皆さんに入居のきっかけ／定例会／ミール／居住者の
距離感などについてインタビューを敢行しました！

コレクティブハウスの暮らしには興味が
あるけれど、家族以外との人との距離感
とか気になるなあ～ ｂｙ居住希望者

調査員紹介

聖蹟居住（大橋 徹平）
スガモ居住（大島 由起雄）
大泉居住（前田 南）
エコダ居住（大澤 万寿巳）
上北沢居住（鷲野 悦子、奥山
聖蹟元居住（小池 英幸、阪野

聞く方も聞かれる方もお互いコレクティブ
ハウスに住んでいるだけに、深～い話が聞け
るかも！ ｂｙ居住者

そこで、15 周年を記念して、現在まで様々な形で共にＣＨＣを支えてきた会員のみなさんをはじめと
した多くの方々と、改めてＡＬＣＣからＣＨＣのこれまでの歩みを振り返り、これまでのハウスで作り出
してきた価値について共有するイベントを開催します。
コレクティブハウジングやＣＨＣのこれからについて大いに議論し、一人一人が未来を切り開く一員とし
て、今後について共に考える機会にしたいと思います。
ご多用中とは思いますが、万障お繰り合わせのうえご参加ください。
よろしくお願いいたします。

■日時： 2016 年 4 月 24 日（日） 14:00～17:00
■会場： 豊島区生活産業プラザ 大会議室（東京都豊島区東池袋 1-20-15）
http://www.city.toshima.lg.jp/121/machizukuri/sangyo/003513/027291.html

連載コラム
竜一）
朋子）

－ 育児日誌 in コレクティブハウス －

前半からの続き）
すっかり、ディズニーの動画をインターネットで楽
しむようになった（なってしまった？）娘です
が・・・
ハウスの子たちも、親たちが会議をしている最中
は、子ども向けアニメなどを見せられて待っている
こともしばしばです。娘と同い年の○ブくんは、カ
ーズが好きでいつも見ています。

連載コラム
インタビュー（その１）
①どんなタイミングで入居したのですか？
●ちょうど結婚を機に、新居を探していたところでみつけた。
●結婚を決めて住む場所を決めるとき、夫から勧められた。

その７ 後半

コレクティブハウス居住者、O 橋さん（40
代男性）のコレクティブハウスでの子育てと
暮らしの様子をお伝えするコラムです。O 橋
さんの奮闘する育児の様子を楽しみながら、
見守っていただけると幸いです。

ハウスでは○ブくんのカーズ好きは有名です。
娘もカーズのキャラクターを見ると、
「○ブくんのカーズあったよ！」と、言
います。

●引っ越しを検討していた時、知人からコレクティブハウスの存在を教えてもらった。
●妻がＣＨＣを教えてくれて、ワークショップに参加したことで。
●コレクティブハウスのことを知って住みたいと思っていた矢先に、新しいコレクティブハウスがで
きることを知って。
●彼女に連れて来られて。最初は全くコレクティブハウスのことは知らなかった。

②コレクティブハウスならではの面白かったこと、良かったこと、入居してみて「しくじったこと（ち
ょっとした後悔やずれ）
」はありましたか？
●子どもがいる暮らしが良かったです。あと子供は家を行き来するけれど大人はしない距離感が良い
です。入居して「しくじったな」と思ったことはないです。
●子どもを預けられること。
●子どもがいる暮らし。あまり押し付けがないところ。道具がなくても他の家に聞くと大抵そろうと
ころもいいですね。「しくじったな」と感じたことはないです。
●居住者はみんな仕事では知りあう機会のない方なので、話しているとリセットできる。今の距離感
もいい。
（つづく）

私自身が、テレビが大嫌い（ついつい見てしまい、時間の無駄！）特に深夜の
Ｂ級映画を観るのが好き）なので、普段、家では、朝のＥテレくらいしか、見
ません。
子どもと見る場合、ＤＶＤかユーチューブがほとんどです。そうすると、子ど
もは好きなものばかり、飽きずに何度も見ます。ディズニー関連のものもよく
見ていますが、子ども向けおもちゃで遊ぶ動画も、本当によく見ています。
皆さん、知っていました？ユーチューブには、大人が自分一人で解説しながら、子どものおもちゃで遊
ぶ動画や、自分の子どもを晒して、子どもがおもちゃで遊ぶ動画が、いっぱいアップされているのです。
（再生時の広告収入で、日本人のトップは、おもちゃで遊ぶ動画をアップしている人らしいですよ！し
かも推定年収三千万円以上とか！）
それはともかく、娘は、画面を見ていて気に入ったものがあると、
「もう一回！」と言って、また見よう
とします。それが、テレビで流れた歌などであっても、気に入れば、「もう一回！」
。
「同じようでも、
『テビレ』の時の『もう一回』は、できないんだ
よー。
」と、苦しい説明をする日々です。
(その 7 終わり)

