空 室 情 報

今月の「空き住戸出ました！オススメのお部屋」です。

CHC

●コレクティブハウス聖蹟
豊かな緑とともに暮らす
ワンルーム25㎡ +コモンスペース
眺めの良いコモンテラス有り
1階、2階それぞれ空いています。
家賃 79,000円
組合費（会費）9,900円/月・一人住居
出資金 250,000円
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これ こ れ 新 聞

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

居住者・居住希望者交流「暮らす会」メンバー募集中！

コレクティブハウスとは？

コレクティブハウスのあれこれをシェアする「居住希望者・居住者・元居住者」の交流の
場「暮らす会」。居住希望者の会って？

コレクティブなつながりを創造する

他のハウスでは、どんなことが話されているの？

と気になった方は、ぜひ「暮らす会」にご参加ください。毎月 1 回の定例会への参加や、

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。

情報収集としてメーリングリストに登録いただくだけでも結構です。

参加希望の方は、居住者・居住希望者になって「参加希望であること」をそれぞれのメー

FAX: 03-5906-5341

E-mail: info@chc.or.jp

首都圏4軒目のタウンコレクティブが
南小岩に！！

各ハウス 居住者のブログ

リングリストにて表明していただければ、後ほど担当からご案内メールが届きます。

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

まち歩き参加者の声1

実際の暮らしの様子は、コチラ
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/

小岩

和の雰囲気が残っている地域を選びたい。暮らすには近未
来的な街並みよりも、人と人が繋がる庶民的な町がよいの
だ。小岩は駅を出た瞬間から生活感が溢れている。駅の周

居住希望者の活動の様子

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

辺にはフラワーロードをはじめ、昔ながらの商店街が三つも

http://common-meal.blogspot.jp/

ています。

あり、お婆ちゃんが小さな空間で手作りのお惣菜やお菓子を
売るお店が選びたい放題だ。おしゃれな要素が一つもない、

ス ケ ジュ ー ル

この素朴で正直な美味しさが好きなのだ。

● 住みたい方オリエンテーション

●コレクティブハウジング入門

●コレクティブハウス 見学会

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

実際のハウスを見てみたい方

1月24日（火）19：00 ～ 21：00
参加費：無料
会場：目白CHCオフィス

1月20日（金）19：00 ～ 20：30
1月31日（火）19：00 ～ 20：30
参加費：3,000円
会場：目白CHCオフィス

お 知らせ

参加費：2,000円
会場：各ハウス

●目白オフィス

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。

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。事

CHC の facebook「コレクティブハウジングで行こう！」が、ホー
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/

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
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コレクティブハウス大泉学園
1月28日（土） 13：30 ～ 15：00
スガモフラット
2月18日（土） 13：00 ～ 14：30
コレクティブハウス聖蹟
2月25日（土） 13：00 ～ 15：00

● Facebook ページ

人材募集！

TEL: 03-5906-5340

FAX: 03-5906-5341

昭和の味わいに満ちた町

東京の魅力といえば、私は近未来的な東京ではなく、昭

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！

これこれ新聞 第16号
定価200円（税込）
定期購読1,000円（税込／送料別）

E-mail: info@chc.or.jp

オープンデイ

会員のみなさんが目白オフィスにお気軽にお越しいただけるよ
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。

※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。

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

これこれ新聞 第16号
定価200円（税込）
定期購読1,000円（税込／送料別）

2017年4~5月頃のハウスオープン
を目指し、ただいま準備中です！
南小岩の自邸が空き家になり、地域に何か貢献できるよう
な利用方法を模索していた家主のＩさん。昨年2月、コレク
ティブハウジング社に空き家活用を相談。5月に小岩のまち
歩き＆建物見学会が行われました。
Ｉさんの案内で、参加者12名+ちびちゃんが小岩～新小岩
の魅力を満喫。まち歩き体験の後、
「この街が気に入ったか
ら住みたい」という声が数名から上がりました。
＜5月に行われた南小岩まち歩きのコース＞

そして、小岩でなによりも魅力的なのは川の存在だ。近く
に荒川、江戸川、中川が流れ、どんな方面に向かっても開
けた風景が見える。休日にはジョギングやサイクリングも楽
しめる。さらに挑戦するなら、ボートもできるらしい。川の
良さは身体的な運動ができることだけではない。もっと重
要なのは、水の流れる風景の落ち着きだ。絶え間なく忙し
い東京に暮らしているからこそ、このような風景を必要とし
ている。毎日近未来的な東京の中心部に通っている私にとっ
て、小岩は一息つけそうな町である。
ちなみに、伝説的なほど渋い飲み屋街が残っている立石
も、小岩からあっという間だ！
居住希望会員U（女性）

JR総武線・小岩駅南口・力士像前に集合
↓
フラワーロード商店街・ぶらり歩き
↓
現場見学（Ｉ邸）
↓
界隈散策～新中川・健康の道～総合体育館～
小松川境川親水公園～新小岩ルミエール商店街
↓
ランチ（JR総武快速線・新小岩駅前）※自由解散

▲「庶民の味」といえば、やきとり？
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まち歩き参加者の声2

居住者便り

南小岩の魅力

中央線沿線それも杉並区周辺は以前から居住希望者の
会でも人気の高い地域ですが、小岩は都心を挟んでその
反対側にあり、都心へのアプローチ等、条件が似ている土
地です。個人的にも、いつかは探索したかった地域でした。
第一の魅力は、商店街が元気であること。チェーン店も
ありますが、やはり個人商店が圧倒的に多数を占めていま
す。昨今、元気のない商店街が多い中、珍しいほどの盛況
ぶりです。まち歩きをしていて気がついたのですが、古着

解説「コモン・ミール」
コレクティブハウスには「コモン・ミール」という仕組みがあります。これは大
人が月 1 回、希望者全員のお食事当番をやる、というものです。
スガモフラットの場合は大人が 15 人いるので、月の半分はコモン・ミール。つ
まり月の半分は誰かがご飯を作ってくれるのでとても楽だし、しかも美味しいから
みんな大好き、コモン・ミール！

屋が人気らしいです。お隣の新小岩駅でも古着屋さんは見
かけましたから、完全に地域に根付いているのではないか
と思います。

▲作者不明ですが、いただきものの高
級お肉で肉巻き＆さつまいもごはん！
美味しゅうございました！

第二に、意外なほどパン屋が多いこと。古くからの店も
あれば、最近のブームにのったおしゃれな個人店もありま
す。若い世代の居住者が思った以上にいる証ではないかと

これこれ川柳 募集中！

思います。
第三に、近くに水辺があること。タウンコレクティブ南
●タウンコレクティブとは？
コレクティブハウジングの考え方のもと、戸建て空き家などの既存物
件を生かしながら、地域とつながりのある暮らしを育てていく取り組
みがNPOコレクティブハウジング社の「タウンコレクティブ」事業で
す。すでに、菊名（横浜市）、新江古田（練馬区）、上北沢（世田谷区）
など複数の実績を重ねています。

小岩から歩いて７分程度、新小岩駅に行く途中に新中川が
あります。周囲に高い建物が無いため、
橋を渡る際には広々
とした風景が楽しめます。
居住希望会員Ｉ（男性）

▲これはOさん。焼き魚と「コリンキー」?
なる野菜が美味しゅうございました！

これこれ調査隊が行く〜居住者インタビュー 第4回
Q. どんなタイミングで入居したのですか？
・ずっとコレクティブハウスに住みたいと思っていた矢先、親
が他界したので。
・夫がＣＨＣの存在を教えてくれて居住希望者の会に入った。
ここの創設時から住んでいる。入居のきっかけは、当時の居
住希望者の会の皆さんとなら一緒に住みたいと感じた。
・きっかけは離婚。コレクティブハウスは雑誌で知った（同じ
答えが 2 名）。
Q. 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？

・コモンスペース（共用スペース）は自分のもの、でも個室の
ドアが公と私の境界線、という感覚がある。
・自分のことは居住者には話したくないので話さないように
している。でも聞かれれば話す。
・居住者との会話では、深い話はせず日常の話をする。
・友達じゃなく仲間という感覚。
・自分の子供が他人の家を行き来しないように注意している。
自分の部屋に朝いちで他人の子供が入ってくることがあり、
少し迷惑だった。
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コレクティブハウスでの暮らしの喜怒哀
楽（？）を、うたに込めて発表してみま
せんか？ 形式はゴ・シチ・ゴでも、ゴ・
シチ・ゴ・シチ・シチでもOK。
みなさまの投稿お待ちしております！

▲これはMHさんだったような。。。
きびなごから揚げとナスの揚げびたしが美味しゅ
うございました！

連載コラム

育児日誌 in コレクティブハウス その9

募集

参加者

エコダハウスで小さなコモンミール始めます
エコダハウスは現在居住者が２名。コモンミールは
定例会の話題になりながら、まだ実現していません。
二人ではなんだか盛り上がらないね、ということで居
住希望者や居住者の方に呼びかけて、コモンミールに
参加してくださる方を募ろうということになりました。
偶数月の火曜日
（ほぼ第一火曜日）が定例会なので、
その日をミール日にして、一緒に料理して夕食を食べ、
時間の都合のつく方はエコダハウスの定例会にも参加

あっという間に、2歳7か月となる我が子ですが、少し時
間が経ったので、生まれる直前の自分自身の気持ちの動揺に

コレクティブハウス居住者、O橋さん（40歳男性）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、
見守っていただけますと幸いです。

ついて考えてみたりしました。出産前、非常に心配でなりま
せんでした。当たり前ですが、出産自体は妻がするわけで、

うと思ってはいたのですが、何か困難を持った子が生まれた

男である自分は、心配するくらいしかすることがないわけで

時に、妻がこの生活の中で受け入れられるかということが大

す。ハラハラドキドキと。歴史に名を残すような天才が誕生

変不安でした。コレクティブハウスでの暮らしでは、身近に

するかどうかを心配しているわけではないのですが、ギリギ

他の家族がいるわけです。何でもない日常で考えれば、ハウ

リ命さえ繋ぎ止めればいいやというわけでもなく、
「母子共に

スの他のファミリーの

健康であってくれれば」と、願うわけです。

騒がしくてこのクソガ
日頃、障が

キ！と思ってしまうよう

いのある人たちの自立生活を支援する仕事をしていて、障が

な（笑）子どもだった

いがあってもなくても、そんなことには関係なく暮らしていけ

としても、その元気な

る社会を築いていこうという自分が願っている「健康」はど

子どもの姿を間近で見

います。

んなことで、
「健康でない」というのはどういう時なのか。普

て暮らさないとならな

段は、区別はないようなことを言っておきながら、いざ自分

いからです。

☆参加してくださるchcの居住希望会員、居住者の方

のこととなった途端、区別しているって話なのかっていうこと

していただくというプランです。会員以外の方でも興
味を持ってくださる方がいたらお誘いください。
次の定例会は２月７日（火）の予定です。定員は居
住者も含めて８名、費用は一人500円くらいを考えて

は、会員のグループメール、または暮らす会経由でご
連絡ください。それ以外の方は、お知り合いの居住希
望会員の方にご相談ください。

しかし、この「健康」って何なのでしょう？

（つづく...）

ですよね。そういったことについての考え方にも、ずいぶん
悩みました。
また、どんな子が生まれたとしても、もちろん受けとめよ

2歳の誕生日を迎えた3
月には、イヤイヤで撮れ
ず、記念撮影を11月に。
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