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今月の「空き住戸出ました！オススメの住戸」は…

発行／ NPOコレクティブハウジング社（CHC）    ホームページ https://www.chc.or.jp/
〒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

これこれ新聞　vol.29
定価200円（税込）
定期購読2,000円（年間／送料別）

居住者のブログ・FB・インスタグラム
実際の暮らしの様子はコチラから

スガモフラット
https://blog.goo.ne.jp/sugamos2014/
https://www.instagram.com/sugamons212/
コレクティブハウス聖蹟
https://www.facebook.com/ch.seiseki/
コレクティブハウス大泉学園
http://blog.livedoor.jp/ch4_oizumi/
タウンコレクティブ南小岩
https://www.facebook.com/tc.koiwa/
https://www.instagram.com/minami_koiwa

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
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。目白にお越しの際にはぜ
ひお立ち寄りください。
※事前に事務局までご一報ください。
　TEL: 03-5906-5340 / E-mail : info@chc.or.jp

「投稿コーナー」投稿募集
「これこれ新聞」では、話題にしてほしい記事を読者の皆様より

募集しています。投稿はこちら↓
ペンネームを添えて、collecollego@gmail.com まで。　

「これこれ新聞」編集サポーター募集！
これこれ新聞編集部では写真を撮ったり、記事を書いたり、アイ
ディアを出してくださる、サポーターを募集しています。
collecollego@gmail.comまでご連絡ください。

［リレー連載］コレクティブハウスとは：
広辞苑に第●版より、次のとおり掲載されています
コレクティブハウスとは　共同居住型集合住宅。私生活の空間とは別に共用空間があり、生活の一部を居住者が協力し
て営む形態の住宅。
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【編集後記】 
新元号の発表目前！　メディアでいろいろな予想や願望（？）が流
れていますか、みなさんも一つぐらいはジブン案を考えてみたりし
ましたか？　私は「○○」がいいなあ。4月になったら教えます。

空 室 情 報
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豊かな緑と共に暮らす　眺めの良いコモンテラスあり！
●タウンコレクティブ南小岩（みなこい）
居室1：和室６畳＋1.5畳収納　家賃 6.7万円（即入居可）
居室2：洋室5.5畳（クローゼット付）家賃 4.9万円（６月初旬～）

所在地：江戸川区練馬区南小岩
共用部分：リビング、ダイニングキッチン、
    バス、トイレ、庭
最寄駅：JR総武線 小岩駅より徒歩18分、
　　　　都営バス停より徒歩3分（錦糸町行きなど）
共益費など：居住者組合で決めて運営、居住者で分担

その他の空室情報はこちら

Facebookページも公開中！

「東京に新たなコレクティブハウスをつくる会」が始動。
第１回企画会議（2/12夜）開催レポート

　つくることに関わりたい人が集まり活動する「つくる会」の企画会議を実施しました。参加
者は12名。前半は具体的なアクションについての意見交換でした。
◎現在あるＣＨのハード及び、ソフトについての情報を、つくる会のみんなで共有する。
◎ＣＨが生み出す様々な価値について、暗黙知を形式知化していく。
◎高齢者が暮らす共同の住まいについてビデオ鑑賞。居住者、居住希望者からインタビュー。
◎組合の黒字経営の研究。コモンスペースへの投資によるＣＨの魅力ＵＰ。
◎20周年イベントにむけて動き出す。動き出す中で草の根的に発信を始める。
◎自然エネルギーを生かす、エクセルギーハウスを使ったかっこいいＣＨを計画。
　後半は、都内にて協働事業として計画している70世帯規模のＣＨについての情報提供と意
見交換でした。この件については、引き続き、つくる会でも検討を重ねていきます。今後２か月
に一度の頻度で集まりつつ、会の内容をアップデートしながら、継続的にメンバー間で情報交
換をしながら、具体的な動きへとつなげていきます。
　次回は4月8日（月）１９時半～、場所は目白第二区民集会室です。継続的に参加できない
方でも参加可能です。「つくる」ことに関わりたい方、ぜひご参加ください。お申込みはCHCまで。
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www.chc.or.jp　祝！リニューアル！
CHCのウェブサイトが新しくなりました
　2019年2月、CHCのウェブサイトをリニューアルしました。長年にわたって少しずつ情
報が蓄積され、若干雑然とした印象もあったウェブサイト。今回、思い切って内容を取捨
選択して構成も整理し、デザインも一新してスッキリした印象を目指しました。もう少し修
正を続けて内容も整えていきます。
　訪れてくださる方に必要な情報を分かりやすく届けられるようなホームページにしていき
たいと思っています。ぜひ一度、ご覧ください。（事務局：矢田）

ときどき家族プロジェクト京都 主催
「コレクティブハウスフォーラム in 京都」
（2/22日午後）事業者向けの説明会を初開催

CHC
活動報告2

　昨年7月に、有識者による「京都版コレクティブハウス推進会議」を立ち上げ、府内でのコ
レクティブハウスの普及を目指している京都府。健康福祉部こども総合対策課が中心となって、
居住者同士が家事や育児等を相互サポートすることで、子育て等の負担の軽減や、地域に開
かれた交流の場にもなる「コレクティブハウス」という、新しい住まい方を広く周知させようと
活動しています。
　これまでは、子育て家庭や高齢者に向けたミニセミナーが府内各地で実施されてきました。
そして今回の2月22日（金）は、不動産事業者や家主の方など、事業者サイドの視点に立った

「コレクティブハウスフォーラム」を初開催。CHCの理事やCH聖蹟の居住者、家主の小林さ
んらが招かれて、リアルな体験談などをお話してきました。（次㌻に続く）

静かな住宅街の、昭和の香り
のする一軒家。近くに親水緑
道や川があり、お散歩やサイ
クリングが楽しめます。
駅前から続くレトロな商店街
には、元気な個人商店もたく
さんあり買い物に便利です。

みなこいブログ①「2月のコモンミール」
　毎月の定例会終了後、居住者以外も参加できるコモンミール
が定番化しつつあります。2月16日定例会の後も、みんなで鍋を
囲みました。Tさんのつくっ
た蕪の浅漬けやKさんお手
製の鶏肉でつくったチャー
シューなども振舞われ、参
加者の人生模様をまじえた
トークも面白くて、笑いが
たえないイベントになりま
した。全員でつくって食べ
て片付けるコモンミール、次回の開催予定は、FACEBOOKペー
ジよりイベントとしてお知らせしています。

みなこいブログ②「塗り壁DIY教室」
　 素敵な漆喰の壁がほしい、珪藻土を塗りたい！　化学物質に
無縁な漆喰(しっくい)や珪藻土(けいそうど)の壁をDIYにて自前
で塗るべく、2月下旬、新宿御苑にあるロハスウォールの新宿
ショールームで講習会に参加しました。
　私たちTC南小岩のコモンリビングの一角の壁はまだ石膏ボー
ドのまま。この壁を私たちの手で塗りたいのです。インストラ
クターの小林さんによれば、講習会を卒業すれば、塗りの技も
かなり身につくのだそうで、座学あり、マンツーマンの実技講
習ありで、充実の一日でした！



ときどき家族京都プロジェクトPRESENTS
「コレクティブハウスフォーラム in 京都」報告

話題提供：コレクティブハウスとは何か
　フォーラム会場となった京都平安ホテルには、不動産事業者
や建築士、大学生、子育て支援のNPO団体など約80名が集ま
り、熱心に耳を傾けていました。
　まず最初に「話題提供」として、CHCの設立前からコレクティ
ブハウスづくりに携わってきたCHC宮前理事が、日本における
コレクティブハウスの歴史と概要についてプレゼンテーションを
行いました。CHCが設立してから約18年、これまでに実現して
きた5つのコレクティブハウスの概要と、不動産賃貸事業として
のコレクティブハウスの特徴についてのお話がありました。

　また、子育て世代の
代表として、東京から
２人のママが会場に駆
けつけました。コレク
ティブハウスに住むこ
とになったきっかけや、
子育て中のエピソード
などを話されました。

　「子どもが泣き止まないとき、隣の小学1年生のお姉ちゃんが
すっとやって来てなだめてくれた」「うちの子育てと、よその子
育て、それぞれに違いがあってもいいじゃないって感じられた」
など、コレクティブな暮らしの中での実感のこもった子育てエピ
ソードの数々に、司会を務めた京都のママから「うらやましー
い！」とため息がもれていました。

質疑応答：大家さんにとってのCHとは？
　次にCH聖蹟の事業主である小林さんが登壇。コレクティブ
ハウスとは「住まい手の顔の見える」賃貸住宅であること、居
住者組合が発足して、暮らしの自主運営が行われていることに
より、修繕費用などの大家の負担が抑えられていること、大家
さんと住まい手の良好な関係がもたらす経営上の安心感など、

事業者視点でのコレク
ティブハウスのメリット
が語られました。

やっちゃんと私
　聖蹟で一人暮らしをしているやっちゃんは、今は亡き私の父と
同年代。父は一人娘の私にいつも怒られていましたが、同じよう
にやっちゃんも日常の細 と々したことをいつも私に怒られています。
　ある日ハウスの何人かと一緒にお出かけすることになったとき、
当日の集合時間になっても待ち合わせをしたハウスの玄関前に現
れない。家のインターホンをならしても現れず、ちょっと部屋を覗
いてみたらすでにもぬけの殻。仕方がないのでとりあえず他のメン
バーのみで出かけることにして、最寄り駅へ着こうとするときに届
いたメール。

「みなさん、おはようございます。良い天気です。やっちゃんは飛
行機乗り遅れ事件を反省して、先に出ました（以下略）」

「……。えぇ～ !!」
　飛行機乗り遅れ事件とは、ハウスのまた別の人たちとスウェー

座談会：都市住民の孤立を回避する
愛ある賃貸の勧め
　CHC関係者以外でゲストとして招かれていたのは、LIFULL 
HOME'S総研所長の島原万丈氏。住宅業界のシンクタンクとして、
海外の主要都市と比較したアンケートデータを示しながら、日本
の実情、特に東京における住民の孤立の深刻さを語りました。
　たとえば、
①困ったときに頼れる人は０と答えた人は東京55％。
②同じ集合住宅で困ったとき頼れる人は0と答えた人は、東京
78％で他国の2倍。
なのだそうです。この数字の大きさに愕然としませんか？
　これまでは、市場論理のみで進んできた住宅業界と、福祉の領
域は「別物」でした。しかし今後、ますます単身世帯が拡大して
いくなかで、住宅と福祉の領域は重なっていかざるを得ない、“ソー
シャル化”の波が来ていると話をされました。
　そして、これまでのように経年すると価値が下がる賃貸住宅で
はなく、年月と共に高まっ
ていく心地よい暮らしの
価値「愛ある賃貸」にお
金をかけていくべきではな
いかと、提言をされました。

（サポート会員 I ）
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コレクティブハウス聖蹟日記②居住者☆通信

デンのコレクティブハウスを体
験する旅へ出かけるときに大遅
刻したという武勇伝。
　なぜ今ここで他のメンバーと
の遅刻を反省する！？　そして
待ち合わせから10分後になっ
て連絡する！？
　このあとターミナル駅でなん
とか無事に出会えたとき、私に
怒られたのはいうまでもありま
せん。

　家族とも友達とも、また普通のご近所さんとも違う関係性はお
もしろいなとは思っていますが、もうちょっと怒られないようにして
ね、やっちゃん。（居住者S木）

いつも誰かの写真を撮っているやっちゃん

CHCの活動（2019年1月～ 3月）

1/18（金）	多世代居住に関するヒアリング対応（神奈川県）
1/30（水）2/18（月）3/22（金）豊島区居住支援協議会事務局会議参加
2/6（水）	 ケアテックス2019（介護用品展、介護施設産業展、介護施設
ソリューション展）内の専門セミナー『世代・家族を超え共に暮らす「コレクティ
ブハウジング」～北欧発祥、少子高齢社会における新しい住まい方～』にて
講演
２/８（金） 神奈川県相模原市藤野地区にコレクティブハウスを実現したいと
いう方からの相談対応

２/９（土）	創造的参加の場コーディネーター養成講座説明会開催
２/12（火）	「東京にコレクティブハウスをつくる会」第1回企画会議開催
2/15（金） 豊島区地域活動交流センター運営協議会定例会議に参加
2/22（金）	「コレクティブハウスフォーラム in 京都」開催
 （主催：ときどき家族プロジェクト京都）
2/23（土）	豊島区社会貢献活動見本市出展
2/27（水）	コレクティブハウス大泉学園にてセミナー開催
3/5（火）	 事業相談
3/15（金） 豊島区居住支援協議会臨時総会出席
 創造的参加の場コーディネーター養成講座説明会開催 

わが自慢の大泉学園居住者☆通信

　2010年に誕生したCH大泉学園。地上2階建て、戸数13戸（シェ
アタイプ含む）という規模で、もともと建設会社の社員寮だった
構造を極力生かしながら、コレクティブハウスにコンバージョンし
ました。このため他のCHにはない、ちょっと個性的な設備にも恵
まれているのです。
【ハウスの自慢１】キッチンは大型業務用！
　社員寮時代の業務用設備が入ったキッチンで、大人数コモンミー
ルも楽勝！　火力が強いのに慣れるまでは、ちょっとおっかなびっ
くりですが。。。
【ハウスの自慢２】24時間風呂あり！
　CH大泉学園にはコモンキッチンとコモンリビングだけでなく、

「コモン浴室」があります。それも社員寮時代からあった24時間
風呂。広めのお風呂に24時間いつでも入れるというのは魅力的で、
入りたい人には事前に予約してもらっています。
【ハウスの自慢３】富士山の見える屋上テラス！
　「屋上テラス」もあります。周囲にあまり高い建物がないため、

屋上からの眺望が抜群です。晴
れていれば富士山が見えますし、
花火大会観賞を屋上で行うこと
もあります。　
　街にも目を向けてみましょう。
大泉学園町といえば、西武鉄道が開発した高級感のある住宅街と、
畑や牧場などの農村の面影が入り交じったまちです。緑豊かな公
園も多く、くつろいで暮らせます。
【まちの自慢１】農園や牧場が残るまち！
　大泉学園には東京23区に唯一残った「小泉牧場」や東京で最
初にできたワイナリー「東京ワイナリー」などがあり、農業体験が
できます。また、10分ほど歩いた和光市側にも「加藤牧場」があっ
て、気軽な散歩で牛を見に行けます。ブルーベリーの摘み取りが
できる「村田農園」も近くにあります。
【まちの自慢２】地場野菜が新鮮で安い！
　野菜の直売所やスーパーの産直売り場では、地場の野菜が安く
て豊富です。大泉学園は菓子店の激戦区でもあり、ただの田舎と
あなどってはいけません。
【まちの自慢３】公園がでかい！
　練馬区と和光市の境で２つの大きな公園がつながっていて、ハ
ウスから歩いて7 ～ 8分で行けます。北側は「和光樹林公園」、
南側は「大泉中央公園」。朝ラジオ体操ををしていたり、テントを
張ってデイキャンプしたり、無料で使えるバーベキュー場がありま
す。ハウスでのBBQはまだ実現していないけど、そのうちに…。
【まちの自慢４】とっておきの桜の名所！
　お花見シーズンには、陸上自衛隊の朝霞駐屯地がおすすめ！　
敷地内の約2,000本の桜が一般公開され、すごくきれいです。例
年だと4月初旬ですが、今年はどうかな？　（居住者S藤）

【主催】ときどき家族プロジェク
ト京都

【共催】京都府、NPO法人場とつ
ながりラボhome's vi、NPO法人
コレクティブハウジング社

「平成30年度京都府こどもつなが
り応援隊事業補助金活動事業」

ホームズビーさんによるグラフィックレコーディング


