空 室 情 報

今月の「空き住戸出ました！オススメのお部屋」は…

2018年1月31日 第22号
その他の空室情報はこちら

●スガモフラット 204

28.4㎡ 1DK +コモンスペース
家賃 97,000円／月
共用部分：コモンスペース（リビング、ダイニング、
キッチン）ランドリー、洗濯干し場、ガーデン、
ゲスト用トイレ
所在地：東京都豊島区巣鴨5丁目
最寄駅：JR山手線「巣鴨」駅から徒歩13分
都営三田線「西巣鴨」駅から徒歩6分
都電荒川線「新庚申塚」駅から徒歩2分
居住人数：23名程度（大人＋子ども）
組合費：6,000円／月・人
入居時預かり金：＜敷金＞2 ヶ月分、
  ＜組合出資金＞25万円／人

［リレー連載］コレクティブハウスって何？
「それぞれが独立した専用の住戸と、みんなで使うキッチンやリビング、洗濯室などの共用スペースをもち、
生活の一部を共同化することによって合理的に暮らしの豊かさを生み出す、コミュニティのある住まい。
賃貸住宅でも居住者による自主運営が行われています。（編集部B）

居住者のブログ

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

東京メトロ有楽町線「要町」駅から徒歩15分、「要町」

●コレクティブハウジング入門

コレクティブハウジングのことを
お知りになりたい方

２月８日（木）
２月11日（日）
２月20日（火）
３月６日（火）
３月16日（金）
３月25日（日）
４月３日（火）

２月６日（火）
２月15日（木）
２月23日（金）
３月６日（火）
３月15日（木）
３月23日（金）
４月３日（火）

13：30 ～ 15：00
19：00 ～ 20：30
19：00 ～ 20：30
13：30 ～ 15：00
19：00 ～ 20：30
19：00 ～ 20：30
13：30 ～ 15：00

参加費：3,000円
会場：目白CHCオフィス

お 知らせ
目白オフィス 毎週木曜午後は OPEN DAY
会員のみなさんにお気軽にお越しいただけるよう、毎週木曜午後
をオフィスオープンデイとしています。事務局メンバーがおりま

55年の土壁造の建物は、夏は風通しよく、冬はどこか暖か

実際のハウスを見てみたい方

FAX: 03-5906-5341

スガモフラット
２月24日（土） 13：00 ～ 15：00

１階の奥にはコモンリビ
ン グ、 風 呂、 ト イ レ、 個
室住戸がある。トイレは
洋式にリフォームしつつ
風情ある建具を生かした
造り

コレクティブハウス大泉学園
３月25日（日） 13：30 ～ 15：00
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「これこれ新聞」編集部員募集！
これこれ新聞編集部ではお手伝いしてくださる方を募集していま

【事業概要】

す！ 一緒に編集に携わってくださる方、配架に協力してくださる

所在地：東京都豊島区長崎2丁目

方、ご連絡お待ちしています。

最寄駅：西武池袋線椎名町駅より徒歩7分、

有楽町線・副都心線 要町駅より徒歩13分、
都営大江戸線落合南長崎駅より徒歩15分

住
【編集後記】
2018年が始まりました！ ワン！ダフルな一年となるよう、元気に、
ご機嫌でいきたいと思います。今年も、これこれ新聞をよろしくお
願い致します。

E-mail: info@chc.or.jp

手洗

UP

庭・駐輪

参加費：4,000円
会場：各ハウス

発行／ NPOコレクティブハウジング社（CHC） ホームページ http://www.chc.or.jp/
TEL: 03-5906-5340
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コモンダイニング
キッチン

コレクティブハウス聖蹟
２月17日（土） 13：00 ～ 14：30

TEL: 03-5906-5340 / E-mail : info@chc.or.jp
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玄関

※メンバーが不在の場合もありますので、事前に事務局までご一報ください。

〒171-0031東京都豊島区目白3-4-5 アビタメジロ302

家主さんの家

勝手口 洗濯機
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●コレクティブハウス見学会
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す。目白にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。

右のQRコードからアクセスしてください。

をご覧ください
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ちで、いよいよタウンコレクティブの暮らしが始まります。築

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

● Facebook ページ公開中

collectivehousing.jp

101

駅から徒歩13分、下町風情の残る魅力的な商店街のあるま

な心地よい住まいです。

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

参加費：無料
会場：目白CHCオフィス

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/

こちら

レトロモダンな下宿屋風タウンコレクティブ※で暮らしてみませんか？

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）では、事業主を募集しています。

19：00 ～ 21：00
10：00 ～ 12：00
19：00 ～ 21：00
19：00 ～ 21：00
19：00 ～ 21：00
10：00 ～ 12：00
19：00 ～ 21：00

きがわ荘（タウンコレクティブ椎名町）
居住者募集中

居住者募集ページは

バルコニー

事 業 主 募 集 中！

●住みたい方オリエンテーション

隔月刊

これこれ新聞 vol.22
定価200円（税込）
定期購読2,000円（年間／送料別）

戸：６畳＋押入１間＋洗面

６畳＋押入１間＋書院棚

42,000円／月
45,000円／月

共用空間：キッチン、ダイニング、リビング、浴室、トイレ3か所、
2階住戸。各住戸の入り口には小さな
洗面台がある

2階住戸。6畳の畳敷きに漆喰壁。どの
住戸も光が差し明るい

洗濯機、井戸、自転車置場

共益費：居住者組合にて決定

事業主：NPO法人コレクティブハウジング社

※タウンコレクティブとは？
それは、コレクティブハウスのような暮らし方をまちに広げた住まいです。
地域とのつながりをもてる暮らしを望む人が住み、地域の人たちも寄り合い、使い合い、ともに場を運営していく仲間になることで、助け合いの関係をつくりたい、
そんな思いの人々が暮らす仕組みを持つ住まいが「タウンコレクティブ」です。
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【活動報告１】暮らす会イベント2018年第1回

「味噌の仕込み」イベントを開催しました

柔らかく煮あがった豆を、
ミンサー（肉挽器）やムー
て塩切麹とよく混ぜると味噌種になります。
味噌10kg分の大豆と塩切麹の量は、半端では
ありません。どうやって混ぜるか。知恵を絞って、大きなゴミ袋に材料を入れ、袋の中
から外から材料が均一になるように混ぜ合わせました。潰しながら、混ぜながら、皆で
ワイワイ、ガヤガヤのおしゃべりも味噌作りの楽しさです。
次にハンバーグ作りの要領で味噌種の空気を抜き、持ち帰り用袋につめます。これを

日曜日

ラン（西洋裏漉し器）を使って潰し、人肌に冷まし

参加者募集 「これからカフェ」のお知らせ by コレクティブハウス聖蹟
新しく 始まる暮らし コレクティブ

ながら、吹きこぼれないように火の番をして５時間。

いつも静かな

一晩水に浸した大豆を大鍋で朝からトロトロと煮
込みます。ピアノサークルのメンバーがピアノを弾き

コレクティブハウス 広辞苑にて 広報中

大豆を煮るところから始めました。

ミーティング 人と違って 自分知る

田で開催。手前味噌の美味しさに魅かれた6名で、

シェアなのに

ント「味噌の仕込み」をタウンコレクティブ新江古

浸みてくる 『大家さんと僕』読み ほっこりと

1月13日（土）、暮らす会2018年最初のイベ

これこれ川柳

＜この地域で仕事を生み出せたらいいね＞
そんな話し合いから生まれたプロジェクト。
毎回テーマを設定して開催していますが、今年は定番化し
てきたテーマのラインナップになっております！ どなたでもご
参加いただけますので、ぜひいらしてください！ 2018年は6
回の開催を予定。2月の開催は次の通りです。

------------------------------------------------------------------------
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紅柳

奥の山道

奥の山道

ＢＵＣＣＩ

場所： バオバブ小さな家保育園 みんなの家 BB びーだま

連載コラム

して「TCみなこい」！ 9月に4人目の居住者が入居し、共同生
活が始まりました。
近所に畑を借りて、園芸やってます。取れたての野菜たち。

りてくれた畑に種をまきました。この野菜、かなりの間そのままに
していたのですが……年明けに見に行ったら、ちゃんと育ってくれ
まだまだ始まったばかりのTC南小岩。オープン前に行われた障
子張りと畳上げの手伝いには、なんと10人ほども集まってくださ
り、コレクティブハウス同士のつながりを感じました。
月1回の定例会では、暮らしのルール作りをしたり、それぞれの
人の
「あたりまえ」
をすり合わせたりしています。快適な
（？）
和室と、
ハウスの玄関前の緑も少しずつ成長！

障子張りのおかげで明るくなりました！！

2018年「これからカフェ」開催スケジュール
2月/びーだま＆チッタ＆これからカフェ
4月/クラフトビール
6月/日本酒の会

8月/流しそうめん＆BBQ
10月/ビオワイン

12月/もちつき＆芋煮
お問合せは colle-kara@googlegroups.com

〈後編〉

コレクティブハウス聖蹟の
リレー通信。第21号に続き、
在住歴１年のＫ林さんのつ
ぶやき系エッセイ、最終回
です。

いたって和やか
和気藹々ですよ。

ある人は既にたまっている洗い物をせっせと片付けしていたり
ゴミの分別が既にきちんとされていたり

ご飯ができあがって人数分サーブされたお皿を見ると
おー！今回もやりきったー！
というあのスカッと感、満足感と達成感といったら！
おかげさまでその日の夜はいつもぐっすり眠れます。

何かやる？と声をかけてくれながらも
目は「今日のごはんを注文した人の人数確認」
手は「盛り付け用の皿を出している」人がいました。

こんなクリエイティビティなこと
コレクティブハウスならではないんじゃないかと思います。
クリエイティビティだけじゃない
頭と同時に体もフルで動かします。
そして何よりものチームプレー。
物凄く体育会系だなぁ
とすら思います。

ていて、植物の力強さを感じました。

日本酒の会

例えば1人6個計算で小龍包を作っていたところ
このままだと時間足りなそうだから
とりあえずこの大きさで◯個まで作ってみよう。
◯個までいければなんとかなると言う人がいれば

時間が足りないかもしれない。と思ってからあっという間
ふと我に返ると、そこには美味しそうなご飯ができあがって並んでいます。

普段は勤めに出ていて顔を合わせる時間も少ないですが、食器

流しそうめん

私にとってのコモンミール

この人を筆頭に、リーダーに
◯◯をして△△を！
みたいな事ではなく
とりあえず おのおののできること 良いと思ったことを粛々と。

みんなに来て欲しい気持ちを込めて、略
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＜世代を超えた人たちが集まれるところがあったらいいね＞

日時： 2018年2月24日（土）12:30 ～ 15:30

   
「タウンコレクティブ南小岩」、

さいね。

＜何かやってみる場所がほしいね＞

木のおもちゃチッタ＆これからカフェ

での共同生活が始まりました！

面白い商店街があるので、ぜひ「TCみなこい」に遊びに来てくだ

＜子どもがいて、大人がいて、安心できる街になってほしい＞

バオバブ保育園おやこサロンびーだま＆

【活動報告2】「タウンコレクティブみなこい
（南小岩）
」

を買いにIKEAツアーに行ったり、野菜を作りたいと、Uさんの借

「これからカフェ」とは、

「出張！ これからコラボカフェ」

しくなります。どんな味の味噌ができるでしょうか。

ハウスのみんなで、ゲストと一緒に忘年会も！

の方々とが一緒になって「これからカフェ」を開催しています。

------------------------------------------------------------------------

寝かせておけば半年もすると味噌になりますが、冬まで待つと塩がなじんで一段と美味
最後にみんなでお抹茶をいただいて、１月の行事を無事終了しました。

コレクティブハウス聖蹟では、2か月に1回、居住者と地域

こんな風に書くと
ピリピリムードなのかしら？
みんな目が血走っちゃったりしてるのかしら？
声出していこう！とかやっているのかしら？
引っ込み思案な大人しい私には無理ね。なんて思われたらあれなのですが

みんなそれぞれ違うのが これまたよろし。

普段はなかなかフルで使うことのないところをあちこち使っているからで
しょうか。
皆からご馳走様と声をかけられるのも
また良いですよね。
私も誰かの役に少しでも立てたら。何かしたい。という欲求を満たしてく
れるし
それに対して何か逆にもらってたりもする、コモンミール。
今までの、普段の生活ではなかなか使わない筋肉を使えるところが
豊かな暮らしだな、と感じると共に
少しの自信にもつながっています。
コモンミールってやつは
撮り直しがきかない、間違えても進むしかない
舞台や音楽のライブなんかに少し似ているような気がします。
コモンミールはライブ感満載の生ものです。
さて 次は何を作りましょうか。
※コモンミール…居住者が交替で担当する食事づくりのこと。
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