●コレクティブハウス大泉学園
1K 19.42㎡ + コモンスペース
1K 19.42㎡ + コモンスペース

57,000円／月（角部屋 二面採光）
56,000円／月

所在地：練馬区大泉学園町8丁目
最寄駅：西武池袋線 大泉学園駅より バス10分 バス停より徒歩5 ～ 8分
東武東上線 成増駅より バス25分 バス停より徒歩5 ～ 8分
東武東上線 和光市駅より 自転車20分
居住人数：15名程度
共益費など：居住者組合で決めて運営、居住者で分担

もっ

眺めの良いコモンテラスあり！

と

参加者募集！

「東京に新たなコレクティブハウスをつくる
会」のセミナーがこの秋スタートします

レ
コ

豊かな緑と共に暮らす

今月の「空き住戸出ました！オススメの住戸」は…

昨年12月にスタートし、2 ヶ月に1度のペースで会議を重
ねてきた「つくる会」。これからの活動として、コレクティブ
ハウスの魅力を広く知ってもらうためのミニセミナーを、10
月より毎月1回程度のペースで開催する運びとなりました。
日時／ 10月24日（木） 19：00 〜（予定）
会場／目白第二区民集会室
テーマ／「今の暮らし方とこれからの暮らし〜

春
2020年

OPEN

自らの暮らし方を見直そう」
当日の様子は動画に収録し、Youtubeでも閲覧できるよ
うにする予定ですが、ぜひ会場までお越しいただき、質問や
ご意見をいただけると幸いです。
また、11月以降も「子育て」「CH的」「二拠点居住」
「男
の居場所」等々、さまざまなテーマで開催する予定ですので

32号

知りたい！コ
レ

ブハウスのあ
れ
ティ
ク

空 室 情 報

2019年9月29日 第

［リレー連載］コレクティブハウスとは：
孤独と分断に覆われた現代社会において、偶然に巡り合った多様な人々を日々の暮らしでつなぎ、協働とダイアログに
よってコミュニティを再生し、既存の家族を越えた「新たな家族」を構築する活動。（FN）

まちのもり本町田プロジェクト
そこに住む人が、

詳細はコレクティブハウス本町田の
Facebookpageにアクセス！

お隣さんや地域とつながり、
人と地域が育っていく

「まちのもり共同住宅」
「コレクティブハウス本町田」は、
築26年の社員寮をリノベーショ

コレクティブハウスの中での助け合いはもちろん、共同住宅全

ンし、
一般の賃貸住宅（コモンルーム付）と併設、
全73戸の「ま

体、そして地域とのつながりやネットワークを築きながら、多様

ちのもり共同住宅」として、2020年3月にオープンします。

な人々の多様な関係をつくり、安心できるコミュニティを目指し

まちのもり本町田PJの構想

ます。

どうぞお楽しみに！

お 知らせ

その他の空室情報はこちら

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

コレクティブハウスは居住者組合で自主
運営します。加えて、ここではコモン付
賃貸住宅の居住者と共用する空間もあ

「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。

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

「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。

すので、お話をしながら、関連書籍や資料など

collecollego@gmail.comまでご連絡ください。

ひお立ち寄りください。

【編集後記】

もご覧いただけます。目白にお越しの際にはぜ

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

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
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TEL: 03-5906-5340

FAX: 03-5906-5341

E-mail: info@chc.or.jp
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管理室
up
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事業スケジュール
2019年

5月 現地見学＆WS開催
5月～ 8月 修繕工事

ラウンジ

Ｅﾀｲﾌﾟ

3月 居住者組合発足・入居開始

25㎡×39戸、50㎡×5戸

C階段
コモンキッチン

Ａﾀｲﾌﾟ

Ａﾀｲﾌﾟ

7月 居住希望者WS開始

2020年

コモン付賃貸住宅

1F コモンスペース
up

ゲストルーム

A階段

B階段
up

6月 プランニングWS開催

・居住意向決定

これこれ新聞 vol.32
定価200円（税込）
定期購読2,000円（年間／送料別）

Ｅﾀｲﾌﾟ

体で自治会をつくって行く予定です。

11月 居住者組合準備会発足（予定）

Facebookページも公開中！

Ｅﾀｲﾌﾟ

るため、快適な暮らし運営のために全

10月～リノベーション工事開始

※事前に事務局までご一報ください。

宅配BOX

多目的室
Ｆﾀｲﾌﾟ

Ｆﾀｲﾌﾟ

コレクティブハウス

下
外廊

Ａﾀｲﾌﾟ

25㎡×22戸、50㎡×7戸

Ａﾀｲﾌﾟ

Ａﾀｲﾌﾟ

コレクティブ専用コモン

Ａﾀｲﾌﾟ

共同住宅全体コモン

D階段
up

外部の人と共用できるコモン
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CHC
活動報告1

まちのもり本町田プロジェクト関連

ワークショップ・イベント・セミナー開催報告

居住者☆通信

現在、「まちのもり本町田プロジェクト」では、コレクティブハ
ウスの居住希望者のワークショップを進めつつ、関連イベントをリ
レー開催中です。これまでに開催したイベントは下記の通り。別
途まとめを作成していますので、詳細はそちらをご覧ください。
https://chc.or.jp/know/matida_report.html
【居住希望者ワークショップ】

現在、月2回ほど居住希望者の方とワークショップを開催してお

り、14名の方が参加中です。
入居前のワークショップは
○まだ住むかどうか決められないので参加をしながら検討する
○話し合いの方法を学ぶ
○共に住むかも知れない人たちと、どんなことを大切にしながら
暮らしたいかを深めていく
○お互いの考え方を知り、多様な考えがあるということを
などなど、様々な目的があります。お気軽にご参加ください。
（
「住みたい方オリエンテーション」に参加した後、WSにご参加い
ただけます）

CHC
活動報告2

【開催済みのイベント・セミナー】
7 ／ 17（水）於：町田パリオ

人生100年時代 これからの私、誰とどこでどう暮らす？
～ ひとりの自由を 共につくる暮らし

7 ／ 21（日）於：町田 武相庵はなれ
＜知っている＞他人が関わる子育て

9 ／ 1（日）於：町田市民ホール会議室

トーク＆WS「つながりをつくって暮らす

9 ／ 22（日） 既存建物見学 ＆ FC町田ゼルビア観戦

9 ／ 29（日） 既存建物見学 ＆ 仲見世「アサノ」カレー

に過ごすことで、ハウスの住民の

クショップGの内容構築を

間で信頼関係が生まれ、全員が

担当しているMです。ハウ

顔見知り（お互いの作った食事まで食べたことがある）だから、
誰か不審者がいたらすぐわかる。昔の村社会のようなセーフ

た以上に人それぞれ。住

ティネットワークが自ずと出来ている。だから、女性の単身者

んで長い人も短い人も、

も多く住んでいるのかなと思います。この安心・安全は、住

レクティブキャンプ。今年は梅雨明けが遅かったこともあり、キャ
ンプの1週間前あたりから雨予報。
「雨の場合は中止？キャンセル
料はいつから発生？」と一人騒いでいたのですが、キャンプ慣れ
したハウスのメンバーから「真のキャンパーは、雨は気にしない！」
と言われ、「まじか…雨の中キャンプ楽しいのか？」と半信半疑で

今年度のワークショップでは、そんなハウスの暮らしについ

どぉ？」「これからどんな暮らしをしたい？」という問いを、色んな

て改めてそれぞれ振り返ってもらい、自身の価値観を共有し

切り口から、皆で考えて話し合う時間を設けることで、「あーこん

つつ、今後どんなワクワクすることをしてみたい？と問いかけ

な考え方もあるんだなー」とか、「この人こんな考え方するんだ」

て、皆で話し合ってもらい、移動式のピザ釜を作りたいね！と

とか、「コレクティブハウスってそういう側面があるんだなー」と必

盛り上がりました。一人じゃやろうとも思わないけど、ハウス

ず気づきがあります。

の皆でやればワイワイ実現できちゃう、そんなところもハウス

例えば、ハウスに住んでる人がワークショップで口々に言うコレ

キャンプ場に着いたら、まずは皆でテント立て。昨年も思ったけ

ならではの魅力です。

クティブハウスの価値の一つが「安心・安全」。皆でミールを作っ

今年はコレクティブハウス聖蹟の10周年、次の10年で、ど

たり、掃除をしたり、緑の手入れ（草刈り含む）をしたり、その

のようなメンバーで、どのような変化を遂げるのか、楽しみで

他イベントを一緒に構築したり、打ち合わせしたりして時間を一緒

す。(聖蹟居住者M)

居住者☆通信

TC南小岩 日々のお手入れ
スのケアといったものの大切さを実感しています。
現在のところ、掃除は当番制から気づいたひと

押入れのようだったコモンスペースにあたる和室に

から優先して片付ける形式をとっています。コモン

も、夏の終わりの兆しが見えてきました。１日の終

ミールも特には月例の定例会のときで、そのとき

わりに、できたての壁を眺めながら、ロッキングチェ

は自炊も外食も、といったところですが、居住者

アーに揺られるのが楽しいです。

おのおのの毎日の「手入れ」が、今まで企画して

南小岩のコレクティブハウスに参加して、ようやく

きたさまざまなイベントと同じくらいに、生活に安

一年になりますが、季節がめぐるごとに、掃除、ゴ

定と充実をもたらしてくれていると感じます。(南小

ミ出し、草むしり、コモンミールといった日々のハウ

岩居住者Y)

CHCの活動（2019年7月〜 9月）

キャンプ場に向かう。

むまで知らなかったハウスの魅力の一つです。

た？」「実際暮らしてみて

壁塗りも、少し残してほぼ終わりました。一時期、

これキャン2019

「ワークショップグループ」とは
コレクティブハウスにある様々な
活動グループの中で、居住者同士
のコミュニケーションを促進すべ
く WS を企画しています。

スに住んでる理由は思っ

TC南小岩です。先月まで2 ヶ月かけて行ってきた

今年も大好評！

7月14 〜 15日は、息子(4歳)が指折り数えて楽しみにしてたコ

8/6（火）東京都都市づくり公社 来訪
8/8（木）町田PJ 地元町会代表者へ説明のため訪問

ど、このテント立て、地味に大変。色んなパーツがあって、どこに
何を入れて組み立てたらいいか、全く分からん。今回もキャンプ玄
人の皆様に教えて頂いて4 ～ 5個のテントやタープを組み立て。で

7/1（月）9（火）16（火）22（月）8/9（金）理事ミーティング

8/18（日）第５期「創造的参加の場コーディネーター養成講座」修了発表会

7/7（日）20（土）8/4（日）

8/23（金）豊島区地域活動交流センター運営協議会 定例会議参加

第５期「創造的参加の場コーディネーター養成講座」

も、
出来たテントが並ぶと結構いい感じ。なんかキャンプっぽくなっ
てきた。
子供たちは、湖畔で水遊びしたり、石投げて水切りしたり、水
鉄砲したり、はたまたテントの中で寝袋にくるまったり…皆テンショ
ン高め。キャンプの自然に囲まれた感じと、非日常感がそうさせる
のかな？ 皆でワイワイBBQして、お風呂入って、大人は夜な夜
な語り合う。雨だったけど、その分狭いテントで寄り添いながら語
らう時間は濃密だったような。
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CH聖 蹟で今 年 度ワー

「 何 で 住 み た いと 思 っ

～コレクティブハウスの日常を知る」

体感する

CH聖蹟 ワークショップグループ報告

帰り際、息子に「キャンプ楽しかった？」と聞くと「楽しかった！

そろ寝袋、テントくらい買うか？ いや、まだ早いか…と迷う今日

今度はママやジィジやバァバも呼んでキャンプしよ！」と興奮冷め

この頃。とにもかくにも今年も楽しかった。皆さまありがとうござ

やらぬ様子。うちはまだまだ真のキャンパーには程遠いけど、そろ

いました。また来年もやりませう。（居住会員M浦）

8/27（火）つくる会ミーティング（「東京と近郊に新たなコレクティブハウ

7/12（金）18（木）25（木）8/1（木）8（木）29（木）9/5（木）

スを2021年から毎年つくる会」）

12（木）19（木） 町田プロジェクト定例設計打合せ

8/28（水）練馬区での居住支援セミナー打合せ

7/14（日）15（月祝）コレクティブキャンプ2019（CH居住者、居住希望者、

8/30（金）専修大学川上ゼミ学生さんの発行する雑誌の取材対応

CHC参加）

9/1（日）イベントつながりをつくって暮らす～コレクティブハウスの日常を知る

7/17（水）セミナー 人生100年時代 これからの私、誰とどこでどう暮ら

9/3（火）台湾 朝陽科技大学 大学院生見学対応（CH聖蹟）

す？～ ひとりの自由を 共につくる暮らし 開催

9/6（金）豊島区議との懇談

7/19（金）世田谷区 北沢区民企画講座「人生１００年～毎日が発見～」

9/8（日）22（日）コレクティブハウス本町田 豊かな暮らしづくりワークショップ

市民企画員の皆さんと打合せ

9/9（月）2019年度 第2回理事会

7/21（日）セミナー ＜知っている＞他人が関わる子育て 開催

9/11（水）豊島区居住支援協議会 登録団体交流会 参加

7/27（土）藤野でコレクティブハウスをつくろう ワークショップ（講師派遣）

9/12（木）四国旅客鉄道 見学対応（スガモフラット）

7/28（日）8/11（日）31（日）コレクティブハウス本町田 つくろうワー

9/22（日）29（日）まちのもり本町田プロジェクト現地建物見学＋イベント

クショップ

9/26（木）まちのもり本町田プロジェクト 現地建物見学（プレス等向け）
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