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空室情報

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

コレクティブハウスとは？

実際の暮らしの様子は、コチラ

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。

スガモフラット

今月の「空き住戸出ました！おススメのお部屋」です。

押入れ

エコダハウス
広さ：１０畳
月額：６5,000 円
広い収納が特徴です。

クロー
ゼット

各ハウス 居住者のブログ

http://blog.goo.ne.jp/sugamos2014/

NPO コレクティブハウジング社（CHC）

コレクティブハウス大泉学園

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

居住希望者の活動の様子
http://common-meal.blogspot.jp/

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

事業主募集中！
NPO
コレクティブハウジング社(CHC)では、事業主を募集しています。
コレクティブハウスは、大家さんの余分な手間やコストを削減し、空室を減らします。
CHC が、居住者の暮らしと大家さんの物件管理の両方の運営支援を行いますので、安心して賃貸物件
としての事業を継続できます。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
● 住みたい方
オリエンテーション
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
7 月 28 日(木)19:00～21:00
参加費： 2,000 円
会場： 目白 CHC オフィス

※ 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

●コレクティブハウス
見学会

コレクティブハウジングのことを
知りたい方

コレクティブハウジングの仕組みを
体験してみたい方

実際のハウスを見てみたい方

7 月 26 日(火)19:00～20:30

＜基礎編＞
第2回
7 月 29 日(金)19:00～21:00

参加費： 3,000 円
会場： 目白 CHC オフィス

参加費： 20,000 円
会場： 目白 CHC オフィス

コレクティブハウス大泉学園
7 月 24 日(日) 14:00～15:30
その他のハウスの日程はお尋ね
ください。
参加費： 2,000 円
会場： 各ハウス

目白 CHC オフィスへのアクセス

お知らせ

TEL: 03-5906-5340 / MAIL: info@chc.or.jp

ＣＨＣ設立１５周年

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

定期購読 1,980 円 （年間/送料別）

おめでとう！

201６年 4 月２３日に NPO コレ
クティブハウジング社（東京都豊島
区）が設立１５周年を迎えたことを
ＣＨＣ設立
１５周年イベント！
お祝いして、豊島区生活産業プラ
４月２３日に無事開催されま
ザにて記念イベントが開催されまし
した！
た。
参加者は各ハウスの居住者、大家
上北沢コモンズ
お披露目会！
さんのほか、ＮＰＯの前身のＡＬＯ
５月７日に行われたお披露目会
ＯＫのメンバーやＣＨＣ関係者など
のご報告。
沢山の方が集まりました。
第１部は、ＣＨＣの前身であるＡ
これこれ調査隊がいく
ＬＯＯＫからＣＨＣ誕生までのエピ
～居住者インタビュー
ソードを、当時の中心メンバーが紹介しました。
居住者の日常の暮らしの様子を、
第２部は、５つのコレクティブハウスが、それぞれの暮らしの様子をオリ
インタビュー方式でお伝えする
第２回です。
ジナリティーあふれたビデオなどで紹介しました。
第３部は、各ハウスが２名ずつパネリストとなり、定例会やコモンミール
居住希望者の会
などの共通の話題を、本紙大橋編集員とＣＨＣ渡辺監事をファシリテーター
まち歩きレポート
に迎え、ディスカッションしました。
５月１日に行われたまち歩き『江
特にディスカッションの様子などは、普段顔をあわせることのない別のコ
戸川区小岩界隈編』を紹介。
レクティブハウスの居住者同士が一堂に会し、それぞれのハウスでおきたこ
連載コラム
とや、暮らしで感じたりするエピソードを語り合いました。
コレクティブハウス居住者が綴る、
まさに今回のイベントは、コレクティブの夢の共演でした。

緊急告知
〒171-0031

（税込）

今月のトピック

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！

● 目白オフィス オープンデイ（毎月第三木曜日はさんもくカフェ）

定価 200 円

CHC 最新活動ニュース

お知らせ

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

月刊これこれ新聞

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

育児日誌 in コレクティブハウス
第８回 前半編

● 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。

会員の皆さまにお気軽にお越し頂けるよう、毎週木曜日午後をオフィス オープンデイ
としています。なお、さんもくカフェでは、毎回きっかけになる簡単なテーマとお
茶菓子を用意して、事務局メンバーがお待ちしています。
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。
※ 都合によりメンバーが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。

こ れ こ れ 新 聞

http://chcseiseki.blog60.fc2.com/

住みたいハウスが見つからなかったら「居住希望

事業主募集中！

ほぼ月刊
CHC

コレクティブハウス聖蹟

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

居住希望者募集
者の会」に入りませんか？
中！
同じようにコレクティブハウスに住みたい仲間の集まりです。

201６年７月１８日号
0 日 第 1４号 d/mm/yy

コレクティブなつながりを創造する

近日オープン予定の「コレクティ
ブハウス横浜星川ルピナス（仮
称）居住者募集のお知らせ。

発行 NPO コレクティブハウジング社（CHC）

上北沢コモンズお披露目会

開催報告

５月７日に上北沢コモンズお披露目
会が開催されました。
来場者はご近所やＣＨＣの関係の方
など１５名でした。当日は季節外れの
暑さでしたが、居住者、ＣＨＣ、大家
さんの三者が一堂に集い、ご近所の方
との交流は、今後の新しい活動を予感
させる意義のある一日でした。

〒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
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これこれ調査隊が行く～居住者インタビュー

こんな素敵な緑や小川が
たくさんある町っていい
なあ～

第２回

新小岩駅から南小岩方面へと続
く長いアーケード「ルミエー
ル」。この中にあるお店は、風
情があってなかなかいい！

①定例会のことをどう感じていますか？ 効率よく進める工夫は？

●生活の中でここの暮らしについて深く話すことはない。逆に定例会はそういうことを言ってよい場だから大切な
時間だと思う。
●敷地が広い、居住者が多いコレクティブハウスは定例会がどうしても長くなるようだ。
●なかなか全員が集まれず、前回の定例会で話し合った議題を再度話すことも長くなる要因かもしれない
●定例会は普段話さない暮らしのことを話せる機会だから、長くても悪いことではないと思う。
②他の人との距離感はどのように考えて、常日頃関わって暮らしていますか？

●あまり「距離感を取る」など気にしないで過ごしている。
●距離感を気にするような暮らしはコレクティブではないと思っている。

＜告知＞

～コレクティブハウスの居住に興味のある方へ～

「コレから流しそうめん」のお誘い
コレクティブハウスでは、近隣にお住まいの方や居住希望者の会の方にもご参加いただけるイベントが
あります。まだ時間や参加費用などの詳細は決まっていませんが、今後コレクティブハウスの居住や事業
に興味のある方は参加してみませんか？
日時：８月２７日（土）
（雨天開催、荒天の場合は中止）
場所：コレクティブハウス聖蹟・１階駐車場
※詳細は、居住や事業についてＣＨＣにアクセスした際に、あわせてお尋ねください。

●新しい入居者には積極的に話しかける。どういう人なのか興味があるので。
●まず自分から話しかけ、相手に「この人には聞いていいんだ」と思ってもらうようにしている。
●とりあえず話してみる。そこから関係が広がる。
●「仲良くなる」というより「暮らしを作る仲間になる」感じ。
●「コレクティブハウス」という共通の話題を持っているところから始まり、後に意外な一面が知れたりすることが
多い。
●“近すぎず”を心がけている。

居住希望者の会

（つづく）

まち歩き

レポート

～江戸川区小岩界隈編～

去る５月１日、夏を思わせる暑さと強い日差しの中、新しいコレクティブハウスへの居住を目指している皆
さんの活動グループ「居住希望者の会」が、まち歩きを決行しました。
まち歩きは、居住希望者やＣＨＣのサポート会員の方が、自分の住んでいるところの「このまち自慢」や住
んではいないがあこがれの「このまちに行ってみたい！」といった理由で、参加メンバーを募り実現します。
今回お邪魔したのは、江戸川区の小岩～新小岩界隈でした。
私の勝手な江戸川区は、
「ほとんどが埋立地でマンションがたくさん！」といったイメージでした。
確かに東西線の葛西駅や、都営新宿線の大島駅あたりでは高層マンションが立ち並んでいますが、今回行っ
たＪＲ総武線の小岩駅から新小岩駅にかけては、昔ながらの活気ある商店街や、水と緑に囲まれた公園がいく
つもあり、参加したメンバーからは早くも「こんな街に住みたいなあ～」といった声も聞こえました。
こんなお店が立ち並ぶ商
店街が、住んでいる地元
にあったら良いなあ～

連載コラム

－ 育児日誌 in コレクティブハウス －

コレクティブハウス居住者、O 橋さん
「子育てに失敗した…。
」と思ってしまう場面がありました。
（40 代男性）のコレクティブハウスで
まさかうちの子に限ってこんなことをしでかすとは。
の子育てと暮らしの様子をお伝えするコ
七月に娘の通っている保育園で、
「夏の夕べ」という親子で参加
ラムです。O 橋さんの奮闘する育児の様
するイベントがありました。
子を楽しみながら、見守っていただける
保育士さんたちが、ポップコーン屋さん、風船屋さん、お面屋
と幸いです。
さん、風鈴屋さんなどの模擬店を出し、子どもたちが買うという
お店屋さんごっこをしました。とても楽しげな場面なのですが、娘は大勢の
お
人がいる場所やいつもと違うところがあまり好きではなく、この時も「抱っ
こ」と親にべったりして、ちっとも遊ぼうとしません。
コレクティブハウスに住んでいても、へっちゃらな子になるというわけで
もないようで、ハウスのコモンスペースでみんなと居ても、
「おうち帰ろう」
と娘はよく言います。親の良かれという気持ちだけでこの暮らしをしていて
も、子どもにとっては自分で選択したわけではなく、気後れするばかりで嫌
な体験を重ねることになったら良くないなぁと、思い悩んでしまうこともあ
ります。
今日はとって
まあ総じて言えば、ハウスの子どもたちと本当に楽しそうにしている時も
も楽しいな！
あるので、嫌だと思っている時や泣かされている時があったとしても、ここ
を出ようとは思わないのですけれども。
さて、話は夏の夕べに戻って、子どもたちと模擬店を楽しんだ後、大きな部屋に集まって保育士さん
と一緒に、みんなで歌を歌うことになりました。
その様子を写真に撮ろうと思い、携帯電話を出して一枚撮りました。すると娘が「撮った写真を見た
い」と、歌の最中なのに携帯電話を要求するのです。（後半へつづく...）

緊急告知

新しいコレクティブハウス。住みたい人募集！
駅の構内には、
地元の大横綱
「栃錦」像！

その８ 前半

このたび、新たに横浜にコレクティブハウスができることが決定し
ました。その名は「コレクティブ横浜星川ルピナス（仮称）
」居住に興
味のある方は、是非お問い合わせください！
お申込は kyoju-ch@chc.or.jp まで

