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すぎなみ大人塾高円寺コース 

内容：真剣！多世代「食べり場」 高円寺「おとな食堂」を開こう（全 12回コース） 

第 8回 「シェア・キッチンの挑戦」 

2019年 12月 4日（水）午後 7時 00分から 9時 00分 

於 高円寺中学校 開放会議室 

学習支援者：川上和宏さん 

講師：齊藤志野歩さん（株式会社エヌキューテンゴ／まち暮らし不動産 代表） 

 

事務局からの案内 

事務局：大人塾 8 回目ということで次回に引き続き、今日もゲストの方をお招きしています。講師、

齊藤志野歩さんです。杉並を拠点に活動されていてその活動について今日はいろいろお話を聞

いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今日の配布物ですけれども、今日も齊藤さんのお話を聞いていただいた後どんなふうに受け止め

ていただいたか、ぜひコメントのほうをお寄せいただければと思っております。今日の配布物はアン

ケート一枚です。 

 

講座ガイダンス 

川上さん：12 月 4日、第 8回目の大人塾高円寺コースを始めたいと思います。今日は齊藤志野歩

さん、阿佐谷・西荻でいろいろなさっている。あとで、ご自身に自己紹介していただけたらと思いま

す。1 時間ぐらいお話を聞いた後、質疑を挟んで、また、今日座っている 4 つのグループごとに話

を受けてどんなことを思ったのか、考えたのか、感じたのかということをグループワークしようと思っ

ています。 

みなさんの中で書く方、発表する方を決めてグループワークしていただこうと思います。よろしくお

願いします。 

前回のお話を振り返るところから始めたいのですけど、前回の「つながるカレー」のお話をみなさん

どんなふうに聞かれたのかなというのを僕はとても興味深く思っておりまして、自己満足な活動じゃ

ないかという意見もあり、もう一方で仕事でもなく、しかし自分が美味しいカレーが食べたいし、いろ

んな人とコミュニケーションとりたいという自分発信のモチベーションで活動を続けているということ

に勇気づけられた方もいたと思っております。地域活動とか市民活動とかっていうものが、みなさん

がこれから地域の中で何かを始めるぞっていう時に、その活動は誰のためにするのだろうかってい

うのを考えることってとても重要なことだと僕個人は思っています。それのある種、超自分寄りでしか

も自分でお金も持ち出しながら続ける活動っていう点では、極にあるような活動だったかなと思いま

す。そんな話を受けながら今日は、齊藤志野歩さんのお話を聞けたらと思っております。自分がい

て、ここに相手、他者がいて、利益性が多少あって、また、持ち出しみたいな感じがある「つながる

カレー」活動は、超自分発の自分で持ち出しもある活動ですが、このようなタイプの活動もあると考

えてください。今日の齊藤さんのお話も、どちらか一つのまた新しい視座を私達にくださると思って
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おります。齊藤志野歩さんです。よろしくお願いします。 

 

 

テーマ 「シェア・キッチンの挑戦」 

齊藤さん：よろしくお願いします。1時間くらい話をします。 

「シェア・キッチンの挑戦」ということでタイトルをいただいていまして、シェア・キッチンっていうと場

所の名前っぽいので、誰が何か挑戦するかもわからないのです。その中で私が今日お話しできた

らいいなと思うことは、場ができるってどういうことなのかってことをお話しできたらなと思っています。

みなさんがこれまでいろんなチームでチャレンジして、前回の「つながるカレー」のお話なんかを聞

いている中での、参考になる考え方等を聞いていただければいいかなと思います。お話は、 

１ 自己紹介  

２ やってわかった「場づくりのコツ」 

３ 「場づくり」って何ですか？ 

４ 「場づくり」と「場所づくり」のことについて 

５ 「わたしのこと」から「まちのことを」をつくる 

 

自己紹介からいきます。齊藤志野歩といいます。東京都の立川市生まれ、今、杉並区阿佐谷に住

んでいます。＜まち暮らし不動産＞という不動産の会社を経営しています。こんな格好ですけど、

不動産業です。これ、仕事帰りです。＜株式会社エヌキューテンゴ＞というのが会社の名前です。 

私、杉並に住み始めたのは 2008 年です。息子が生まれています。その頃はまだ不動産会社でサ

ラリーマンとして働いていたのですけど、その後独立しまして今の会社を作ったのが 2012 年です。

今日お話しする＜阿佐谷おたがいさま食堂＞事業だとか、＜okatteにしおぎ＞事業の立ち上げは

2013 年とか 2015 年とかの辺りなので、＜おたがいさま食堂＞はだいぶ前って感じですけども、＜

okatteにしおぎ＞の竣工も 2015年なので、もう次の春に丸 5年になるような取組になっています。

この辺りのお話をしたいなと考えています。私の職業としては不動産業ですね。取引したり、売った

り買ったり、切ったり、貼ったりみたいなこともある。そういう不動産側のお仕事と、今日お話しする

“ごはん”だとか“本”だとか、“音楽”だとか“アート”だとかという領域、この 2 つの間をなんとか繋い

でいくというような仕事をしています。 

 

さて、2 つ大きなお話しをする 1 つのほうが、阿佐谷で私が実際に、数年前にちょっとばかしやった

みたいな取組ですけど、＜おたがいさま食堂＞というところのお話をさせていただきたいと思いま

す。これは、2012 年から続くものです。まちの人と一緒に食材等を買う、一緒につくる、一緒に食べ

る。2012 年から大体 4 年ぐらい、毎月毎月やっていました。ポスターを作って、チラシをまいて、地

元で買い物をして、みんなでつくって、食べて終了、というだけで他に何もないです。手巻寿司を

つくった会の事例ですけど、ちょっとめちゃくちゃ下手っぴみたいな、いろいろはみ出ているお寿

司が出来上がります。子どももいたり、私とちょっと歳が近かったり、いろんな年代がいるような感じ
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でやっていたものです。 

「とっても何か素敵な活動ですね」みたいな感じに言われることがあるのですけど、何でこれをやり

始めたかということですけども、2008 年に私子どもが生まれて、最近では 10 歳になりました。その

頃は保育園に通っている訳です。夫が出張がちで、平日いないものですから、平日は母子家庭み

たいな感じになっていて、子どもとの二人の晩ごはんが毎日続くと、これはつらい。保育園から帰っ

てくるとそれまで割とご機嫌にしていた子どもがいきなり泣き出すことがあった。「何でなの？」と。そ

の流れで保育園のお母さん達とちょっと一緒に他の家族と一緒に食べちゃえばいい、あっち行っ

たりこっち行ったり、みたいなことが割とある。だけどお母さん同士だけって結構つらいのです。何

か、何かつらくなっていく。みんな同じ立場同士だとちょっと補い合えない、みたいなことです。会

話がいつも同じ。子どもの会話ばっかりとか。そういう話をしたいのじゃないのです、なんとなく子ど

も中心になりすぎちゃう。 

 

家にたくさん呼ぶのはつらいな。毎回、人をいっぱい呼ぶのもつらいし、ホストでホームパーティー

とかいうのもあんまりできないこともあって、どこか場所ないですか？と探していた。これ何とかならな

いのか。私の晩ごはん、変える方法をある日、思いつきました。「おたがいさまごはん」ってどうだろ

う。10 人メンバーがいれば、10 日に 1 回ですね、10 人分のごはんをつくると、残り 9 日間はなんと

食べるだけでいい。ラッキーじゃないですか、これ。超ラッキーと思って。子どもを後ろに自転車乗

せて走っていた時に、「あ、これいいじゃん！」って私はもう「あ！」と叫ぶみたいな感じですね。ひ

らめいた！と思ったのです。これ、いけるじゃないかと。 
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4 

 

 

そう思った私は何をしたかというと、作戦会議を開いてみました。こんなのどうですか？みんなでつ

くるごはんとか、やってみたらどう？って。近くのお母さんのお友達とか、商店街の祭りで会った子

達とか、地元のアーティストの方とか、飲み屋さんで会う飲み友達とかですね。阿佐谷の駅前にある

細田工務店さんの事務所の 2 階をお借りして、会議させていただきました。「こういうやり方ってどう

か？」「こういうことって出来たらいいかな。」「皆さん困っていること他にあるよね」とか、「できることな

いですか？」こんな会議をやった。で、さっきの私のアイデアと全然関係ないこととかいろいろ出て

くる訳です。田舎飯がつくりたいとか。一品持ち寄りとか。そうすると、私のアイデアかなと思ってい

たやつが、いろんな方のアイデアがいろいろかぶさって仲間が増えていく。最初は私がいろんな人

とごはんを食べるキッチンが欲しかったんですけど、仲間が先に増えちゃった、場所ができる前に。

やりたいと言ってくれる人達が増えてきて、場所がないけど仲間がいるということだったら、やるしか

ないですよね。で、やってみました。それがあの、＜阿佐谷おたがいさま食堂＞です。商店街の方

に、「こういうことやってみたい」とご相談したのです。そしたら、「あそこの空き店舗使えるらしいよ、

おじさんに聞いてみなよ」って言ってくださって。「ああ、ありがとうございます」って言って。「こういう

助成金あるらしいよ」って言われて、「そうですか、ありがとうございます」。「ここに書類書けばいいら

しいよ」「あ、わかりました、書きます」みたいな感じで、商店街の方達にもご協力いただいて。どうい

う形でやったらいいかわからなかったので、最初ワークショップやりました。初めて来る方もいたので。

それからみんなでつくって、食べてみようと考えました。やってみる、振り返る、やってみる、振り返

るみたいなことを、ワークショップ形式でしました。まずは助成金でいただいた予算内でやりました。 

 

最初が肝心ですが、参加者のミッションはたった 1つでした。例えば「夜の 6時までにごはんつくっ

て、みんなが楽しく食べられるようにする」ということしかルールがない。あれはこうしなきゃとか、お

出汁の取り方はこうですとか、そういうことは全然言われない。とりあえず楽しく食べられればいい。

Copyright shinobu SAITO /N9.5 INC.          ≪本資料は本講座限りとし転用・転載は禁止≫ 
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こんな感じでやると、参加者がじわじわと増えてきます。1 回目に来た人が、2 回目に半分くらいリピ

ートとなる。次にまた、リピートの人が増える。一方で、新しい人も増える。リピーターと新しい人、リ

ピーターと新しい人。大体半分くらいずついつも新しい人達が来て、残り半分の人は 2 回目とか 3

回目みたいな人達が、来てくれます。後で数えたのですけど、アベレージでいうと、大体 55％ぐら

いがリピーターでしたね。最初の回は参加者 12人です、私の知り合いの方々です。大体の年齢層

は 10代未満が結構いて、女性は 30代ぐらいが多くて、男性は 50、60代が多いです。なぜか男の

子を連れてくるお母さんが多い。80 代の方も楽しそうにしていましたね。割と年代のバラツキがあり

ました。 

 

「おたがいさま食堂の何が楽しいの？」、「何故来たの？」と聞いてみると、こういうお返事が返って

くる。「家だと嫁に台所に入るなと言われる」、「品数が増えていいよね」、「大人同士の会話ができ

ていいよね」、「レシピ考えるのが好きです」、「子どもと遊んでワイワイできていいね」、このような意

見が出ました。「普段ではやらない調理法ってありませんか？」、「他人と一緒に料理つくると、普段

やらない調理法に気づくことってありませんか？」、「自分の味付けとは違うことに気が付きません

か？」、あと、こういう方もいるのです。「片付けがびしっと終わると気持ちいい」、「私はこれが全部

終わった後に会計が合うと気持ちいい」、参加する理由はそれぞれですね。それぞれの理由で楽

しんで、それぞれの理由で楽しんだならその楽しみ方もいいよね、っていうのが私の役割だと思い

ました。＜おたがいさま食堂＞は各人、それぞれの楽しさをそれぞれが勝手に発見していけるよう

にしていくような感じになっていきました。 

私が不動産業を創業した際、一緒に創業したメンバーが、いろんな「場づくり」の経験もあったし、

私自身も独立する前に NPOの活動に行ったりしていたので、実践を少しずつやりながらここに至っ

ている。やりながら学んで、やりながら「場づくり」とか、「コツかなぁ」等を学んでいきました。7 つにま

とめてみました。 

 

1 つ目は、苦手なことをやることです。「私、料理そんなに得意じゃないです」と言うと、「私できる

よ！」みたいな人がでるじゃないですか。「私、片付けできないタイプだ」と言うと、「あ、できるよ」と

言う人いるじゃないですか。「苦手ですよ」と言えると、誰かの得意なことを引き出すことができる。何

か苦手なことを少し差し出してみるというのが良かったかなと思います。＜おたがいさま食堂＞で、

「じゃあ今日はイカの炒め物つくろうよ」とか言うと、「イカのワタ抜くの誰やる？」となると、普通だっ

たら得意な人がやることになる。「やったことない人がやろうよ」と言うと、初めての人が「あーっ」とか

言いながらやる。だからそういうことを少し楽しめる形が良かったのかなと思っています。 

 

そして 2 番目は「簡単なルールにする、定期的にやる」ということですけ。ルールが難しいと初めて

の方の半分が来ることはなかったと思うんですよね。今思うと、“何時までにごはんつくって食べる、

以上”みたいな感じですね。片付けて終了。きれいに片付けて帰ろうか。ということなので、友達が

誘いやすかった。それから、友達が誘いやすいという意味でも同じだと思うけど、定期的にやるとい
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うことですね。＜おたがいさま食堂＞は、第 3日曜日、ほぼ第 3日曜日、毎月、みたいなことだった

んです。いつ開催されるかわからないものとか、開催するのが誰かの恣
し

意
い

性
せい

にすごく寄っているも

の、あの人がやるって言ったらやるよというものは乗りにくいですね。なので、なるべく簡単なルール

で、定期的に誰でも判断できるようなルールにしていく。 

 

3 番目は、イケてる名前をつくること。＜おたがいさま食堂＞も、元々の意味は誰かがつくって誰か

が食べるっていう一方的ないつも同じ関係ではなくて、私がつくる時もあるし、つくってもらう時もあ

るよねというような感じで、＜おたがいさま食堂＞という名前をつけた。最初は私の親子のごはんを

何とかしてくれっていうことなので、親子何とか食堂って名付けたら、ちょっと行きにくくないです

か？「親子何とか食堂」「えー」みたいな。子ども食堂では大人が行けないとか、行けなくないけど、

行きにくいっていうのがある。 

 

4 番目、「1 番やりたいことは 2 番目にする」。思い出してください。私の最初のアイデアでは、10人

限定メンバーで、1 回は自分の当番で、ごはんをつくる。残り 9 日間は食べるだけでした。私はこの

アイデアをとりあえず脇に置いたからあれだけ仲間ができた。あの頃私が晩ごはんで悩んでいたこ

と、地元に友達もいないし、帰って家でごはん食べているだけ。その頃私、本当に地元に知り合い

がいなかった。だけどこれをやったらすごく友達ができた。家で子どもと 2 人でごはん食べていても

そんなに苦じゃなくなる。不思議なものです。孤立感を深める状況というのは、自分が世の中に対

して自分が知られてない状況ですかね、見つけてもらってない状況が 1 番孤立感を深める。自分

の 1 番やりたいと思ったこと即ち、「9 日間は食べるだけ」はすっとんでいるけれども、「場づくり」を

目指すことを優先したこと、それはむしろ良かった。 

 

そして 5 番目、関わる人を「活かす」と書いたのですけど、最初からワークショップという立て付けに

していることもあります。参加者がどういうことで関われるのとか、期待していること、どんな気持ちな

のか等をよく話し合う。何が楽しかったのかみたいなことをきちんと振り返ることで、関わる人が活か

されていくし、私が活かそうとか思わなくても、勝手に活きていく。そういうことを意識しないと来る人

達をどうしても利用するような形になってしまう。関わる人を活かしていく、私がそれで活かされてい

くっていうこともあって、場がつくっていけたのかなと思います。 

 

6 番目、「仲間と一緒に、失敗し続ける・いつも実験中」と書いてありまして、すごくたくさん何回も何

回もやっているのですね、すごく成功した事例に思えるのですけど、小さい失敗がいっぱいあるだ

けです。こうやってみた、残念、みたいなこととか、次こうやってみました、この間ダメだったんでこう

しました、わー、いいんじゃない、みたいなことを少しずつやっていく。大きなことを一気に成し遂げ

ようとせずに、小さいことで自分達のハンドリングが利くことを少しずつ繰り返して、失敗をし続ける、

実験をしていくというのがまあ割と良かったのかなと思います。そういう意味では、7 番目の「プロセ

ス自体を楽しんでいく」ということができていく。やってみてわかった「場づくり」の 7 つのコツはこん
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な感じですね。 

 

それから、みなさんに重要なお知らせです。 

＜おたがいさま食堂＞という名前は著作権フリーでパクリ大歓迎です。これもうずっと言っているの

ですけど、5 年経つのでパクッてどこでもやっていいです。結構やっているのですよ、荻窪やら、中

野もあるし、埼玉のほうもあるし、文京もあるし、横浜もあるし、あと熊本もあるし、みたいな感じです。

これパクリ大歓迎ですって書いたら、やりまーすみたいなことが割とあって、ありがたい話なのです。

＜おたがいさま食堂＞という名前、場づくり自体も、私が言い出しっぺですが、「場づくり」をしてき

たのは私だけではないので、そういう方達の敬意も込めて、逆に言えばこの名前をパクってもいい

けど、その人が独占して使わないでということは約束してパクってください。みなさんもよろしければ

どうぞということになっております。 

 

 

さて、今回の高円寺コースのテーマは、「場づくり」ですよね。「場づくり」って何なのかっていう話で

す。今日これを覚えていただきたいなと思うんですけど、「場所」という言葉と「場」という言葉は明確

に違います。そして、「居場所」という言葉もまあ少し違います。ちょっと混ざりがちなので、分けて考

えたほうが良いかなと思います。「場所」と「場」の違い。「場所」っていうのは物理的に特定できる点

のこと。施設やスペースやファシリティ（設備）のこと。例えばこの教室みたいなのは「場所」です。一

方、場づくりの「場」ですね、主に人と人のつながり方が生み出す雰囲気や可能性のこと。例えばこ

こに今日、高円寺コースのみなさんがいます。ここに来て関わりをつくっていくということに可能性を

感じるか、感じないかは、「場」ができているかできていないか、なんですね。主にと書いてあるのは、

人と人だけじゃないからです。例えば、今晩みなさんは教室がすごく寒いなと思ったとします。そう

すると、その場所と人の関係は、実はすごく可能性を削いでしまうのです。人間ってそういう周りの

環境だとか空気だとか風だとか温度だとか人の声だとか、壁の質感だとか、そういうことですごく身

体的な影響をたくさん受けている。心地よい場所にいると心地よいコミュニケーションができる。人と

人のつながり方、どういう関係性か、によって生み出される雰囲気や可能性のことを「場」と言いま

す。明確に「場所」というものと違うと覚えてください。 

次です。じゃあその「場づくり」ってどういう風に進んでいっているのかというのがこのステップという

話ですが、例えば私が自転車に乗りながら思いついたアイデア、こういう関係性のものができるとい

いな、こういう可能性のあるもの、こういう雰囲気のものができるといいなというのは私の頭の中にあ

りました。私が書いたこういうことできないかな、は、紙の上にあります。それを作戦会議みたいなこ

とにしてみなさんの頭の中に同期していく。そうすると単発の「場」ができる訳です。先ほどの＜おた

がいさま食堂＞は月 1 回です。月 1 回って単発と言えば単発ですよね。そんな毎日行ける訳じゃ

ないし、いつもある訳じゃない。まずは単発の場としてできていく。次に例えば「1 か月に 1 回でちょ

っと足りなくない？」、「いつも人数が増えちゃって、キャパシティーが足りません」、「人がいっぱい

来すぎちゃって月 2 回にしましょうか」、「3 回にしましょうか」、「10 回にしましょうか」、「30 回にしま
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しょうか」っていう話です。そうすると常設の「場」になってきます。なので単発の「場」の可能性を感

じる人が増えていけば常設の「場」ができていく、当たり前ですね。なので、こういうステップを踏ん

でいく、ステップを細かく刻んでいったほうがいい。いきなり何か常設の何々カフェがつくりたいって

なかなか難しい。まあ、刻んでいいのです。こういうことのステップを積み重ねて「場づくり」というの

ができていきます。 

 

次に、「場所づくり」という話です。＜okatteにしおぎ＞という、これは 2015年にオープンしているの

で、2014 年ぐらいからプロジェクトの検討がスタートしています。「食」を中心に、まちのパブリックコ

モンスペース。 

 

写真はこんな感じ。西荻窪と久我山のちょうど間ぐらいです。徒歩 15 分ぐらい。元々戸建ての物件

です。一部増築しています。ちょっと不動産屋っぽく図面を持ってきてみました。敷地の中に二世

帯住宅が建っていました。オーナーさんとご両親が住んでいます、二世帯住宅です。だけどご両親

が施設に入られたり、お子さんが独立したりして、こんな大きなところになんと 2人だけ、みたいな状

況になってしまったので、オーナーさんがご両親の一方と同居することにして、手前側を一部増築

します。そして、この手前側が＜okatteにしおぎ＞です。増築した部分は、元々お庭だったところで

す。増築したところにキッチンができています。＜okatte にしおぎ＞は、個室が 4 つ、それから住ん

でいる方の共用部もあるシェアハウスです。お風呂とかトイレとか。1 階にあった増築した部分・大き

いキッチンを、「okatte メンバー」（住んでない人）も使えます。なので、キッチンの部分は、シェア・

キッチンということになっています。キッチンは入居者さんのキッチンでもあり、メンバーのシェア・キ

ッチンでもあるという二重構造になっています。どんなことが起きているかというと、いつかの夕ごは

んです（※写真を表示しながら）。仕事帰りとか、子連れとか、大家さんとか、入居者さんとか。みん

なでごはん食べています。晩酌しています。一方、「okatteオープンデー」はメンバー同士が何かイ

Copyright shinobu SAITO /N9.5 INC.          ≪本資料は本講座限りとし転用・転載は禁止≫ 
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ベントをやったりと、そういうような感じで、割とワイワイとしている。子ども、親子向けの映画会とかも

やっています。割と地方とのつながりもあります、東北関連です。たぶん今日の夜とか行くと、こうい

う感じだと思います。いつもある風景じゃないですけど、時々こういうことをメンバーが楽しむ。 

 

＜okatte にしおぎ＞はメンバーが例えば毎年 30 人～50 人、多いときで 80 人とかいる。その方達

が、メンバー登録すると月 1,000 円ずつみんな払うのです。月 1,000 円払っている人は、鍵を開け

て入って、いろんなことを自分で企画をしたり、予約して使ったりできる。ここは管理を自分達でなる

べくやれるというか、自分達でその調節をするということなので、誰か管理人さんがいて面倒をみて

くれる訳じゃないです。お掃除したりとかいうのも、月 1 回みんなでやったりしています。この掃除に

行くと、みんな 1,000 円ずつ会費払っているじゃないですか。その中からごはん 1 回ゴチになれる

という仕組になっていまして、大体掃除の後のごはんが一番豪華です。月 1 回、他のイベントには

全然来ないのに、この日だけ来る人とかいます。1,000 円分元を取って帰ります。最高に面白い。

そういういろんな関わり方ができるようにできています。 

＜okatte にしおぎ＞の成り立ち、ちょっといろんな出来事出てきましたけど、私はこの＜okatte にし

おぎ＞というプロジェクトには、大家さんがいて、私達は不動産会社として、コーディネーターとして

関わっている。プロジェクションをして、建築をして、入居者さんの募集をして、メンバーの募集をし

て、その後コミュニティー運営を受ける。支援していくという形になっているけど、今まで見たような

数々のいろんなイベントは、私が全く関知していません。メンバーの方達が勝手にやっています。

勝手にというか、一応ルールはある。自分達がやりたいことを主体的にやっている。この方達がどう

してこんなに楽しそうにやっているのかということを、この後、少しお話しできればと思います。「場所

づくり」、「場づくり」の関係についてです。 

 

1つ目は「場所づくり」ですね。事業の組み立て自体の作り方とか、お金の流れみたいなとこでも、メ

ンバーの方達が主体性を持ちやすい構造にしています。通常はシェアハウスってみなさん家賃を

払いますよね。大家さんに全部いきます。大家さんが消耗品とか買ったり備品を買ったりする。この

場合はそのワンクッション、もう 1 個増やしています。「okatte メンバー会計」と言うのがあります。み

なさんはメンバーの会費、月 1,000 円を「okatte メンバー会計」に払う。この中で直接消耗品を買っ

たり、当番は備品を買ったりしています。「トイレットペーパーないわー」、「買っといたわー」みたい

なことがここで起こります。もちろん、みなさんは利用料を払ったり、月の会費を大家さんに払ったり

します。2階の入居者さんは賃料を普通に払っている。こういう仕組の側でも、自分達が意思決定し

てよいという「関わりしろ」みたいなことを設計してつくった。なので、割と自由度が高いというか、自

分達で決められる範囲が高いスペースだとは思います。例えば公共施設に行って、「いやー、トイ

レットペーパーあれじゃなくてこっちがいい」と決められないですよね。でも例えば＜okatte にしお

ぎ＞の場合は、「次買う洗剤あれでいいか」、「いやいやヤシの実洗剤がいいわ」、みたいな話もす

る訳です。そんな中で、自分達で決めていくことができる。なので、割と自由に使えますけど、そう

は言ってもルールが全く無い訳ではなくて、大家さんの収支に関わることだとか、時間のこととかは
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決まっています。何時から何時、何時から何時の間はいくらで借りてね、こういう利用の方法にして

ねと決まっています。 

「場所づくり」っていうのって、お金がかかりますよね。お金はきちんとルールを作って皆さんで持ち

合いしていく。もちろん大家さんの事業にもきちんとなっている。その中で、皆さんの関わる方達の

物事が起こりやすい仕組をセットするようにしています。こういう「場づくり」を伴うプロジェクトをする

っていうのが私達の会社の割と多くの仕事なのです。 

 

＜okatte にしおぎ＞ではこういう風にしていますという例なので、その場所によって「場づくり」のル

ールのつくり方は違ってきます。例えば＜okatteにしおぎ＞のルールのルールというのがあります。

＜okatte にしおぎ＞の場合は割とルールが少ないです。「何時から何時まで空いています。」「ル

ールをみなさんで検討する時間もあります。」ルールは人が心地よく過ごすためにあるので、人が

変わればルールが変わります。ルールの方に人が合わせて無理くりで、「守れない人は出てってく

ださい」とは言われません。ルールの作り方みたいなことで言っても、「こうするとこうできるよ」ってな

るべく書くようにしています。これは文章の問題です。「何々禁止」ってあんまり書かない。それから

ここの場合は、ルールを徐々に減らしていこうと思っています。「多すぎない？」って思ったら、「ル

ールなくしてよくない？」って言うってことです。ただ「何かわかんないな」と思ったら、「また戻そうか」

って言ってまたルールが戻ったりします。ルールが減っていくと、後から来る人はルールがわからな

いんですよね。先程の簡単なルール、シンプルなルールみたいなことがわかりにくくなっていく。暗

黙の了解みたいな。これやっちゃいけなかったとなると、それが原因となってやっぱり足が遠のいて

いく。ルールの設定する範囲とか、強さ弱さみたいなことは、場所によってまたは人の入れ替わる

頻度によって変えていくべきことかなと思います。 

それから、コミュニケーションの心構えと書くとちょっと重たいのですけど、＜okatte にしおぎ＞の場

合は、メンバーになる時に説明会に参加していただいてメンバー登録していただく。説明会の時に

言っていることは、仲良くしようとは思わないでいいです、ということです。みんな「友達できるかな」

と思って来るのに、仲良くしないと言われるっていうちょっと不思議な感じですけど、距離を特に縮

めなくてもいい、ということは言っています。一方でメンバーは外国人の赤の他人ですと言います。

キッチンをシェアしているとかコミュニティーとかと言うと、どうしても何か自分と同じ嗜好を持ってい

る人だっていう前提を持ってしまう。日本人だったらこうだろうとか、人としてどうなの、みたいな言い

方になってしまう。そうじゃない、みんなそれぞれ違う考えを持っているので、うっかり同じ人間だと

思わないように、お互い外国人ですと思ってくださいというふうにしています。赤の他人ですから、

キッチンの使い方なんてみんな違う。ローカルルールありますでしょう、キッチンって。大体、嫁と姑

が揉めるのは、キッチンでしょ。大体そうなのですよ。違うって思わないとトラブります。「トラブルあり

ますか？」って聞かれるので、まあ、ありますね、と答えます。キッチンの使い方等を知らない人同

士で初めましてとキッチンをシェアする。スポンジは週 1回替えたい、お皿は洗った後に立てかけと

く人、仕舞わないと気が済まない人、いやいやそうじゃないみたいな人がいるのです。みな、違う。

みんな違うからしょうがない。それが、いやいや、片付けて当然でしょと思っちゃうとトラブるのです。
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みなさん、一人一人違うからねと言っています。なので、そういうコミュニケーションの仕方みたいな

こともそれぞれ癖があって、できたりできなかったりする。なるべく良いコミュニケーションをお互いに

保つためにちょっとずつ工夫していこうやということだけは決めています。こういうことを言ってやっ

ていこうよっていうことは楽しくてやれる人もいるし、こういうことはどうでもいいから割とルールがきっ

ちり決まっているほうが楽です、そのほうがわかりやすいし安心です、という人もいます。なので、そ

ういう人達が、あ、この人達ちょっと何か使いにくいらしいよって言ったら、私達にとってはルール要

らないけど、じゃあこの人達のためにルール書いておこうか、となります。お皿の片付け位置はここ、

みたいな。最近はストーブの使い方っていうのができました。そういう工夫をちょいちょいやっていま

す。 

直接人に言うのが得意な人もいるし、直接言われるのが嫌だなと思う人もいる。自分を割と開示気

味に話せる人もいるし、自分のことをあんまり聞かないで欲しいなと思う人もいます。なので、いろい

ろなコミュニケーションする手段を用意しておく。自分の本を本棚に置いておくと、誰かが自分の本

を読んでくれる。私の本です、と書いてあって、この本はこういうところがいいですとか書いてあって、

誰かが読んで感想を書いてくれたりする。これ、いつ誰かに届くかわからないでしょ、あの「海に瓶

流す」ようなものですよ。そういうコミュニケーションで、自分のことを誰かが知っていてもらうというこ

ともある。一方で今言ったら、今通じて欲しいみたいなこともある。後は、割とオフィシャルな集まり。

メンバーは定例会があって、月 1回一応定例で集まることになっていて、来ても来なくてもいいので

すけども。そういう定例会のオフィシャルな場と、これ言ったらすぐレスポンスがあるじゃないですか。

逆にアンオフィシャルなものもある訳ですよ。例えば、本なんか別に持って来ても持って来なくても

いいのですよ。アンオフィシャルなものもあるし、オフィシャルなものもある。どっちに行ってもいい。

自分のそれぞれの居場所をコミュニケーションにおいても見つけることができるというのが大事かな

と考えています。 

真ん中にグループウェアと書いてあるのが、予約の調整をするみんなの掲示板です。シェアスペー

スにいつも住んでいる訳じゃない、いつも顔を合わせる訳じゃないのでグループウェアを使って、

今日誰々がこういう料理会をやってる、うーんいいなあ、次行こうかなみたいなことがお互いに見え

る。 

 

次は、みなさんが自分達の活動の場を見る時に、場がどういう状況にあるかというのを診断する時

の指標みたいなもので、例えば、ローコンテクストとハイコンテクストと書いてありますが、これ先程の

ルールの明文化の度合いの問題です。行間読んで忖度しなきゃいけないやつがハイコンテクスト

です。ローコンテクストというと、欧米の契約書みたいに、こういう場合はこうです、こういう場合はこう

です、とずーっと書いてあるものです。文書に書いてあることが全てです。書いてないことは決まっ

てないことになっているというのが、ローコンテクストです。それってどっちがいいという話ではなくて、

今この私達のコミュニティーがどこにいるかをお互いに分かってないと、すれ違う。ハイコンテクスト

だと思っていたのに、相手はローコンテクストだと思っているとトラブります。どこがずれていたかとか、

自分達が今トラブったのは何がずれていたのかとかを見る時にこれを使います。これを＜okatte に
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しおぎ＞のメンバーになっている人全員が分かっていることでもないですし、やっていることじゃな

いんですけど、支援をする立場としてはこういうことをやっています。 

 

やっと最後です。「私のこと」から「まちのこと」をつくる。「自分のこと」、みたいなことからスタートして

いても、「場づくり」みたいなことをしていると、いつの間にか自分のアイデアがみんなのアイデアに

なっていた、私のことと思っているのが、いつの間にか「まちのこと」になっているという状況が生ま

れます。なので、そこのプロセスは先ほどのいろんなチェックポイントみたいなこともありましたし、プ

ロセスがあると思うのですけど、概ね何というか＜okatte にしおぎ＞の場合だとこういう感じです。＜

okatteにしおぎ＞は本当にただのシェアハウスで、特に公共施設でも何でもないですし、助成金が

あるものでもないが、個人でみなさんメンバーになったり、住んだりするのです。通常の賃貸住宅な

のです。地域に知り合いがいないとか、人付き合いそんなに得意じゃないなとか、でも知り合い欲し

いなみたいな人が入居する。各人のニーズでやってきて、食べるもののイベントができたとか、知り

合いが増えたとか、一緒にごはんを食べるのいいね、みたいなことになる。でもそれ続けていくと、

たぶんみなさんもイベントとかやってみて、ああだこうだとなったと思う。イベント 1 回目、2 回目ぐら

いは参加する。3回目で大体何かいやー違うよという人が出てきたりして、4回目ぐらいから変えて、

みたいなことがあると思う。やり方が違うじゃないとか、不公平感とか、私何かいつもずっとやってい

る気がするとか、価値観が何か違う気がする、違和感とか疎外感。そこから、でもまあしょうがないか

とか、違うから解決できるのだねとか、違うからおもしろいのだねとか、違うからいろいろできるし自

分の価値があるということに気付いていく。それはまた、それぞれが持ち帰って、自分でもやってみ

ようかと、もう 1 回やってみようかと、また次やってみようかっていうふうになっていく。なので、このあ

たりを越えられるかどうかがすごく大事なところです。たぶんこれから、何かを続けていこうとか、チ

ームでやっていこうという時に、ここが越えられるか。ここが越えられるかどうかが、先程の「場づくり」

をちゃんとしたかどうかなんです。コンテンツがおもしろいかどうかとか、客が来るかどうかとか、そう

いうことじゃない。ごはんが美味しかろうかまずかろうが、ここができるかできないかです。そうすると

ですね、繰り返すことができるようになっていきます。そうすると、現在の日常がちょっとずつちょっと

ずつ変わる、イベント 1 回やったからって一気に日常が変わっていく訳じゃない。私の日常も 1 回

では変わらなかった。だけどそれを何回か何回か繰り返していくうちに、ゴニョゴニョと形が変わって

きて、グニャグニャして別の日常になっていく。「場づくり」って先程の行動変容みたいな話で、ちょ

っとずつちょっとずつ人の行動が変わっていくことなのです。たぶんみなさんも実感していることだ

と思う、やっていく中でちょっとずつ人が変わっていく。そういうことが日常、新しい日常をつくってい

くのかなと思います。「場づくり」のことって大事って言われるのですけども、それもいろんなレイヤー

がある。「おたがいさま食堂」みたいなコンテンツが続けられるかとか、気持ちが良いかとか、うまくで

きるかって、何か下にあるバックボーンみたいなことに支えられて、ここのコンテンツが成り立ってい

る。下支えする土台がないと、沈んでいきます。つらい。＜okatte にしおぎ＞も場づくりがすごくうま

くできているかっていうと、別に 100 点な訳でもなんでもない。みんなで、今も相変わらずつくり続け

ている。私だけがやっている訳ではなくて、相互にフォローしながらやっているということです。「場
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づくり」みたいなことを意識して頭の隅っこに置いてやっていけると、それぞれの人が少しずつまた

次の企画を起こしたり、始めたり、変えていったりすることができます。なので、場をつくるみたいな

ことをやっていくと、「こと」みたいなことは後からでもいくらでも何とかなっていく。「こと」だけ先につ

くっちゃうと、「場づくり」みたいなところに変換される前に、コンテンツが流れていってしまう。1 回や

ったらきちんと振り返りをして、自分達がどういう「場」をつくったのか。今回こうだったけど、こういう

人には来にくいかもしれないよね、みたいなこととかをきちんと振り返ってつくっていく。なので、こう

いうサイクルをコンテンツとか何々をするみたいなことと合わせてやっていくと、あんまり「こと」とかに

凝り過ぎずにやっていける。先程、最初にお話ししたように、自分のやりたいことを 2 番目ぐらいみ

たいなことでやっていけると、「自分のこと」みたいなことと、「まちのこと」っていうことって相反するも

のではなくて、少しずつ一致させていくことができるし、「まちのこと」をやるのか「自分のこと」をやる

のかっていう議論にそもそもならないということになります。そうやって自分の暮らしとか、私達の日

常とかが、変わっていくのかなっていうふうに思います。 

以上です、ありがとうございました。 

 

質疑応答 

川上さん：ありがとうございます。話を聞いていて分からなかったとことか、もう少し聞きたいところと

か、みなさんあれば。 

 

参加者 A：＜okatte にしおぎ＞ですけど齊藤さんがやりたい最終的な目的っていうのは何なんでし

ょうか？ 

 

齊藤さん：目的ですか、私は自分が暮らしやすい生活がいいですし、私が暮らしやすいっていうの

は、まわりの人も割と暮らしやすいと考える。私はその自分のことと相手のことがそんなに相反して

いると思っていないので、相互に良い場をつくっていくことができていけば、良いことになっていくと

思うのです。「場づくり」みたいなことを意識しなくても、そういう相互に同じベースの考え方を持って

いる人達がいたり、「場づくり」を少しやっている人達がある程度の割合いるだけで、世の中が割と

過ごしやすくなるはずだと思っています。私のまわりにはなるべく増やしたほうが得だなとは思って

はいます。「場づくり」みたいなことに、それを仕事にする訳じゃないけれども、ちょっと気にする人

達がちょっと増える、維持できるということが私の目標の 1 つ、目的の 1 つではあります。ちょっとご

質問の主旨と違ったでしょうか。 

 

参加者 A：目的は人がどういうふうに何が楽しいのかっていう最終的なところ、それが本来の目的に

ならなければいけないと思うのですが。 

 

齊藤さん：それぞれの楽しみ方でたぶん良いなぁと思っていています。各種の楽しみ方が各人の楽

しみ方で醸成されることが良いと言えればいいのではないでしょうか。 
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参加者 A：だから、齊藤さんの楽しさを聞きたいのです。 

 

齊藤さん：私の楽しさですか？私はね、ちょっと変わっている。この人のこれが楽しいらしいというこ

とを発見するのが割と好きです。この人はこれを楽しめるのだみたいなことを見出す、コレクションで

きるタイプです。 

 

参加者 A：人間観察ですか？ 

 

齊藤さん：そう、人を観察しているうちに、観察に夢中になる。 

 

川上さん：他にはどうですかね？ 

 

参加者：A さんは、その問いが自分に向けられたら何て言う？ 

 

参加者 A：例えば僕の場合、テニスだとかダンスだとか演劇だとか、そういうものをやることによって、

人が一緒にテニスやって楽しいと、そういう楽しさっていうのが楽しいことだと思っていて、「場づくり」

っていうのに楽しさを見出すっていうのがよくわからないのです。 

 

齊藤さん：なるほど。いいと思います。今テニスの話をした時に、ちょっとニヤッとするところとかは、

一緒にテニスをやって楽しい人達とテニスしているからだと思う。嫌な人達とテニスしてないからだと

思います。それって場ができているってこととほぼイコールなのです。その人の集まり自体が可能

性を感じられたり、雰囲気がいいなと思えることが大切です。 

 

参加者 A：人との関係性なんです。その人が好きだから一緒にテニスやっても楽しい。「場」とか「ル

ール」とかってなっちゃうと、楽しみが消えていく。 

 

齊藤さん：なるほど、どうですか？ 

 

川上さん：うーんと言ってるみなさんは。 

 

齊藤さん：人が集まってどうでしょうね。好き嫌いみたいなことも。 

 

参加者 A：さっき＜okatte にしおぎ＞の話の前の＜おたがいさま食堂＞で、リピーターが半分ぐら

いで、新しい人が半分ぐらいの参加状況となると説明を受けました。例えば 10人特定のメンバーだ

ったら、そのメンバーでずっと続けていくっていうことが、人と人との間の信頼関係とか楽しさにつな
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がっていくのじゃないかなと、コロコロ変わるっていうのは、やっぱり楽しくないって思う人がいるから

コロコロ変わるんじゃないかと。 

 

齊藤さん：人とは、環境次第で、コロコロ変わる性があるということだと思います。 

 

川上さん：毎回 10 人出席し、同じ人がいるパーティーに、私は果たして入って行けるかって言った

ら行けない。それはある意味結束が固いし、信頼関係があるけど、開かれてはない形ですよね。開

かれているっていうことは「場づくり」のとても重要な側面だと思う。 

 

齊藤さん：一気に 10人って最初は集まってないはずで、1人が 1人を誘い、2人が 3人目を誘い、

3 人目が 4 人目を誘っているはずです。それが最初のプロセスだと思っていただいて、その後、20

人くらいでもステイブルですってみたいなことだってきっとある。最初 20 人集めなきゃスタートでき

ないということはないという意味だと思っていただければいいと考えています。 

 

参加者 B：齊藤さんは不動産業をやっていて、不動産業の中でちょっと NPO っぽい目線を取り入

れて事業をやっている。それの代表事例が＜おたがいさま食堂＞だとか、＜okatteにしおぎ＞とい

うふうに思っています。 

私は社会教育上の NPO事業をやっているっていうスタンスです。そうすると、僕からすると齊藤さん

は不動産業の人が NPOをやっているように感じていました。 

齊藤さんの講演資料の中で、現在の日常と新しい日常って書いてある処があるでしょ。＜おたがい

さま食堂＞、＜okatte にしおぎ＞に企画・参加して自分の振り返りを経て、自己変容、新たな考え

を身につけていく。そして、人は変わっていくとおっしゃった。だから、齊藤さんの事業は、僕の思っ

ている社会教育上の事業の同じ軌道なのだって合点した。要するに振り返ることによって人が変わ

っていく、自分の御商売も変容し深みを増す、そこのところを捉えてずっとお話をなさったので、僕

からすれば齊藤さんは私たちの活動同士みたいな人と思いました。 

 

齊藤さん：自分の活動や考え方を振り返ることが出来るか、出来ないかのキーポイントは他者性っ

ていうか、他者をどう見るかっていうことでしかないです。で、他者の動き、考えを冷静に理解できる

と行動変容するのです。トラブルがあるかもしれないけど、何とかなるからやってみようと言えるって

いうのは凄く大事なことだと思う。チャレンジする人をまずはチャレンジしてもらって、この他者性み

たいなものには後で出会うものだし、行動変容してからああそういうことだったのだというのが、リア

ルな話だなと思っています。自分の周りにいかに他者がいるかみたいなことをやれていくと、自分

が全然今まで見えなかったものが見えるようになるっていう経験を、自分もするのです。自分がつく

った「場」の中で、自分がその場に助けられていくっていうのは、＜おたがいさま食堂＞なんかをや

っていて、自分がすごく実感したことだった。 
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参加者 C：後片付け、10回やって 1回自分が当番やれば 9回利用できる、というのを思いましたと

いう理由が、主婦がしなければいけない後片付け（ストレス）っていうことも１つあるんだろうと思うん

ですね。そうすると後片付けっていうは具体的に食器を洗って格納するとこまでなんですが、一言

に片付けるって言っても、人によってものすごく質が違う。例えば若い学生の人は水グチャっとつけ

てヒュッとやれば洗ったことになるし、子どもを持っている主婦ならば、また後で子どもが病気になる

と困ると思うから丁寧にやるぐらい質が違う。ということで、＜おたがいさま食堂＞とか、今の事業を

なさっていて、後片付けっていうことについて齊藤さん自身ストレスになってないだろうか。だから一

旦終わって、食器も格納した後ですね、みんな帰った後、また懐中電灯持って来て、食器棚を調

べてですね、もう 1回洗い直ししてストレスになっているとかですね、そういうことはないんだろうか？ 

 

齊藤さん：その基準の違いってある。例えばそれぞれ違っていいじゃないっていうことと、先程の衛

生基準について、＜okatte にしおぎ＞も、「okatte 保健局」とか言ってみんなでつくった人達がい

て、例えばみんなのキッチンだけど、牡蠣を食べるかどうかみたいなこととか、片付けのそれこそ包

丁をどのタイミングで消毒しようだとか、スポンジをどれくらいで替えようかみたいなこととかあるんで

すよね。それぞれ違う。私は全然気にしないですみたいな人の後に神経質な人が使うと、いやこな

いだちょっと、みたいな話になる訳ですね。それが定例会の場で何かこないだちょっとこういうことも

あってみたいな話になる訳ですよ。どうするか。それぞれ確かに基準も違うから頑張ろうかってなる。

頑張ろうかなんですよ。私あの人の後には予約を入れるのをやめるわ、みたいな感じです。お互い

が違っているっていう状況を認識しないとストレスだけが溜まっていくので、違うって状況をまずお

互い認識するところの会議場所があったり、機会があるってことが割と大事です。私達の＜okatte

にしおぎ＞事業では、明らかに基準をつくろうとしたのは、布巾の運用と、あとはまな板とか包丁は、

気になる人がその場で消毒すると決めている。スポンジは気になる人はその場で捨ててよいと決め

ています。こないだ、3 日前に変えたよと言っても、気になる人は捨てていいということにしています。

それはその基準を統一して、1 週間に 1 回ねって決める労力よりは、その人が捨てるんでって決め

ていたほうが、私達の「場」はスッキリした。それがローカルルールなんです。＜okatte にしおぎ＞

ルールです。＜okatte にしおぎ＞の人達がつくったルールなのです。そのルールに合わない人は

このキッチン使えませんという言い方をしないのは、それで救われる人もいるからかなと思っていま

す。そうでも、それこそ、＜okatte にしおぎ＞の場合は、仕事で使う方もいるので、その方達はチー

ムで割と時々掃除をしていたりします。どうしても誰もやんないとなったら、もちろん私はやりますけ

ど、私は仕事なのでやります。不動産の管理会社なので普通にやります。 

 

参加者 D：質問していいですか？ちょっとずれちゃうかもしれないのですけど、この＜okatte にしお

ぎ＞のリフォームと増築をされたりした、その家主さんは固定資産税とか、それから光熱費とか、こ

の増築した費用とか、それから齊藤さんの不動産会社に払うお金とか、いろんなことがあると思うん

ですけど。それは。 
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齊藤さん：投資利回りは回っていますね。 

 

参加者 D：1人 1,000円で？ 

 

齊藤さん：いや、2階の賃貸の住宅(賃貸料収入)があるので回っています。 

賃貸物件は西荻駅から徒歩 15 分ですね。賃貸住宅で徒歩 15 分、杉並で。ここのメンバーが動い

ていないと、賃貸募集は難しい。4室でしょ。2年ごとにしか入れ替わらないじゃないですか。そのた

びに広告するでしょ。プロモーション効かないですよね。でもここに人がいることによって、毎週毎

週みんな＜okatteにしおぎ＞って楽しかったわって言う、上のシェアハウスが空いたらしいよ、即入

居ですよ。マーケティングの技です。 

 

参加者 D：よくわかりました。 

 

参加者 E：その＜おたがいさま食堂＞、＜okatteにしおぎ＞の予約スケジュールは月 1で決めるの

ですか。それともネットか何かにこう勝手に入れこんじゃうのですか。 

 

齊藤さん：グループウェア、グーグルカレンダーみたいな、みなさんでメンバーの共有カレンダーが

あって、ここに何月何日誰々って予約を入れて使います。なので、誰がいつ使うかはメンバーが全

員知っています。 

 

参加者 E：最終的な責任は齊藤さんが持っている？ 

 

齊藤さん：そうです。不動産のコミュニティー支援とあと大家さんがいるので、その中でやっている。 

 

参加者 F：＜okatte にしおぎ＞だったらメンバー制だから、そのメンバーになるにもある程度の決ま

りみたいなものに同意した人が入っているからオッケーだけども、＜おたがいさま食堂＞はある意

味、本当に誰でもオッケーですよね。 

 

齊藤さん：今日行きますって言ったら、どうぞと言います。 

 

参加者 F：名前も知らない人も来る中で、それはきっと楽しいと思うのですけど、その中でも極端に

この人は？という人とか、「場づくり」する中で人を選んではいけないけれども、まさかこのという極端

にその場を荒らしちゃうじゃないけども、住む人もちょっと困ったなていうふうなご経験はなかったの

か、もしくはそういう方がリピーターになってしまったとかそういうことを聞きたいです。 

 

齊藤さん：どうですか、川上さんは。 
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川上さん：人間ですからね、開き手側が合う、合わないは絶対ありますよね。ただ、先程の A さんの

話じゃないけど、その人と感情で付き合ってない。そのために「場」があると僕は思っているので、

感情では付き合わずその「場」を開いていることで、その「場」にそれこそルールがあって、この「場」

はこういうためのものですよっていうものがあると、そんなに困ることないというのが僕の中での経験

です。 

 

齊藤さん：同意です。同意です。 

 

川上さん：同意ですか？ 

 

齊藤さん：人を選ばなきゃいけないと思いがちなんですけど、選ばれるのはこちらなんですね。「場」

を提供する側が選ばれている。ここはこういうふうにしていると良いことが起こる「場」である、というこ

とをきちんと伝えている。この場所に対して何か魅力を感じてきてくれているということがほとんどで

す。今は、自分は施設の習慣に慣れていないので出来ないけど、自分は何か同じ方向は向いて

いるんだっていうのが分かる時は、そのまま迎え入れます。 

あとは、嫌だと思ったことは嫌だと言ったほうがいいし、今のは悲しかったら悲しかったと言ったほう

がいい。感情的になるっていうことって、割とタブー視されがちですけど、タブー視しすぎね。感情

を出すことについての感情を語るのはいいと思うんです。そうじゃないとミスマッチがむしろ起こって

しまう。 

 

川上さん：あと 1つくらい質問、どうですか？ 

 

参加者 G：＜おたがいさま食堂＞は今も月 1 やられているんでしょうか？っていうのと、今はどのく

らいの人数がやってきて、費用は決めているのか？それから、失敗がいろいろあったけど、それを

繰り返した、乗り越えたりしたという紹介できる失敗を聞かせてください。 

 

齊藤さん：私が主催している＜阿佐谷おたがいさま食堂＞はもうやっていないです。＜okatte にし

おぎ＞がこの後できてしまってということがある。30 回ぐらいやると私がいなくても勝手にまわるから

私がやらなくてもよくなる。著作権フリーなので阿佐谷で別のができていた。そこまで私がやり続け

る必要がないのだったら私はいいかというのが結論でした。毎回 20人、多いときは 30人とか 35人

とか、がギリギリいっぱいです。大体 20 人ぐらい来るとトントンになるくらいに利用料を払って、みん

なで材料を買って、1,500 円ずつ払えば食べられるかなぐらいにはしていました。＜okatte にしお

ぎ＞の場合はベースで 1,000 円みなさん払っているので、1 日の食費、夜ごはん食べに行くと、み

んなで割り勘して 300円みたいなそういう感じです。ベースで割と払っていて、夜の時間はほとんど

会場費がかからない仕組にしているので、300円でみんな割り勘にしています。 
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「場づくりのコツ」の会得に行き着くまでの間に、私も失敗している。最初は私もこの辺に気付いて

いなくて、定期開催するようになったのは、始めて 1 年ぐらい経ってからですね。土曜日にやったり

日曜日にやったり、1 週おきだったり 3 週おきだったりみたいなことだった。齊藤さんが言い出すか

らできることだよね、みたいな流れになりそうだったので、もうやめようと思って、第 3日曜に決めた。

そしたら、第 3 日曜らしいよってみんな言ってくれるようになったので、これはこれでそうだったのか

という自分の気付きのルールでもあります。その辺、何か最初の定まらない頃は私もまたやれって

言われているみたいなことで、ちょっとつらかった時期もあります。みんなのルールになる前は、ちょ

っとつらい時期もありました。 

 

川上さん：定期開催にして、もっとつらくなることってないですか？ 

 

齊藤さん：第 3 週は出かけられないじゃんみたいな。でも私が割と出なくても開催していたことも何

回かあるし、やり方がわかってきたら私の仲間が先に始めていて、私はごはんができる頃に合流み

たいな時は割とありますし。それは私自身も楽になりましたよ、かえって。 

 

川上さん：はい、ありがとうございました。 

 

齊藤さん：質問が意外に多かった。 

 

川上さん：残り 10分ですが、聞きたいことあったら、聞いてください。 

 

参加者 F：定期的にやると、何となく実施することに関わってやらなきゃいけないのかな、それはつ

らいと思いました。ルールという使い方の決まりができていれば、何とかまとまると分かった、これが、

今日の収穫というか、そういう感じに思いました。やはり話し合いって大事なのかなぁって、会議から

徐々に立ち上げていく過程が大事と今日はお話を聞いて思った。 

 

齊藤さん：1 回、2 回、3 回やって、4 回目でちょっと変えるとか、4、5、6 やって 7 回目からまた変え

るみたいな感じを繰り返すと思ったほうがいいですね。最初からずっと続けようとか思わないで、3

回、3回、3回みたいな。大体勢いで 3回まではいける。4回目以降は疲れます。 

 

川上さん：他にはどうですか？ 

 

参加者 G：食中毒だとか、保健所の指導とか、そういうことはどうなっているんですか？ 

 

齊藤さん：メンバーにも、＜okatte にしおぎ＞の場合は特に言うので、ここは本当に誰か事故出す

とマジで使えなくなりますからお願いしますというのは、切実に言いますよ。 
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参加者 G：何かあった時の管理責任は、管理をしてらっしゃる齊藤さん？ 

 

齊藤さん：衛生責任者は私とオーナーさんと一緒にやっています。私の名前で入っています。だか

らここ、ご商売で使う方、例えば瓶詰にしてマーケットで売っている方とか、ケーキをだしている方と

か、そういう方はみなさん、衛生の管理の講習に行っていただいて、食品衛生責任者の手帳持っ

ている人しかそういう使い方しないですね。その前後はちゃんと時間空けて、きれいにしてから使う。

食品製造過程はもちろんエリアを分けなきゃいけない、保健所の許可取れている。ちゃんと仕切れ

るようにつくって保健所に出している。 

 

川上さん：はい、他にはどうですか？ 

 

参加者 H：SNSの手法は基本いくつあって、どれをどういうふうにしているのかなっていう。 

 

齊藤さん：まず＜おたがいさま食堂＞ってことで言うと、＜おたがいさま食堂＞は完全に有志のグ

ループの運営だった。私を含め何人かが、Facebook とかのアカウントを共有していて、それぞれ何

か来週やるよーとか、写真上げたりとかしているぐらいの運用でした。＜okatte にしおぎ＞に関して

は、＜okatte にしおぎ＞のウェブサイトみたいなものがあるってことと、アカウントに関しては

Facebook と Twitter とかインスタとかはやっている、インスタは写真だけですが、okatte メンバー全

員が投稿できます。なので、今日ごはん食べた写真とか勝手に撮って勝手にみんなアップしてい

ます、＜okatte にしおぎ＞のアカウントで。Twitter と Facebook とホームページの更新とかは、ここ

は隔月で、そこの実行委員をやる人達が大体アカウントを持っていて、お知らせを書くことになって

いますね。だけどそれぐらいで、逆に SEO をやっているとかそういうこともないですし、一度もここは

広告をうったことはないです。広告費はほぼゼロかなと思いますね。それこそウェブサイトつくったく

らいで。 

 

参加者 H：入居者とメンバーの関係は？ 

 

齊藤さん：やっぱりそこも一緒にやれるからよいというか、知らない人相手に迷惑かけないようにしよ

うみたいなのはすごく難しいけれども、住んでいる人もメンバーになっているので、ある程度コミュニ

ケーションをとろうと思えばとれる状況になっているというのは大きいかなと思います。 

 

参加者 H：外国人の方なんかは、逆にこういうことには慣れているかと思うのですけど、実際にメン

バーシップもしくは＜okatte にしおぎ＞の個室の方に入られる外国の方とかはいらっしゃいます

か？ 
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齊藤さん：メンバーも入居者も今のところないですね。ゲストとしては割と来ますけど。まあ、タイミン

グ合ったら別に断ってないので、メンバーにもなれますし、必死にみんなで英訳して外国ゲストを

迎える時もある。北海道から友達が来ていたり、さっきの畳のスペースに寝転んでくださいとかあり

ます。でもこっちの個室も、今で言うと女性 3 人の男性 1 人ですけど、ここも別に男女どっちでもい

いですし、少し広い部屋もあるので、お子さんと一緒に住みたいって言ったら、それはそれでなんと

か住まわせようよってみんなで言うと思います。子連れも割と多いし、1人もんもいて割と年いった人

達もいるので、何か分けきれないですかね。今で言うと。そういう属性で募集したことはないかな。 

 

川上さん：どうですか？みなさん、大体、思うことは聞けました？視察に行きたいっすみたいなのは。

視察行ってみます？ 

 

齊藤さん：ぜひ。 

 

川上さん：大人塾で視察に行きますか。 

 

齊藤さん：チャンスとしてはさっきの隔月くらいであるオープンデーが、隔月の第 3 日曜日なんです

けど、午後の時間に「okatte オープンデー」というのがあって、ここはメンバー制なので、ご近所の

人も覗けはするけど、隔月そういうのやっているんです。で、メンバーが気合入れるとランチ出したり、

ケーキ出したり、コーヒー淹れたりする。特に何も気合が入らないと開いているだけです。 

 

川上さん：ちなみに、次のオープンデーは。 

 

齊藤さん：1月です。奇数月です。1月、3月。 

 

川上さん：1月の 3週目の日曜日？ 

 

齊藤さん：ちなみに今度の 8 日、今度のたぶん日曜日かな、は「okatte」の大掃除プラス忘年会的

なのがあって、掃除に来るとごはんが食べられるシステム。今月は誰でもオープンでやっているの

で、メンバーだけじゃなくて掃除を。 

 

川上さん：とにかく 1月にオープンデーがあると。なるほど。行きたい人で行ってみるといいかも。 

 

川上さん：＜okatteにしおぎ＞知っていた人、知っている人いますか？ 

 

参加者：昔伺った。 
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川上さん：伺った。 

 

齊藤さん：ありがとうございます。 

 

川上さん：僕が 1 番聞きたいことだけ聞いてもいいですか？たぶんみなさんが大人塾の活動に参

加する際の動機は、地域に知り合いがいないなとか、知り合い欲しい等の事情ではなかったか。こ

ないだの 10 月 22 日に実践をやってみましたが、そこで結構楽しいと思ったり、大人塾同士で知り

合い増えたかもと思っている、これが今の状況ではないですか。次に進んでいく時に、それぞれ各

人の習慣が違うなと思ったり、それぞれの個性の食い違いがあったりとかしている。 

うまいことチームで乗り越えていくってどうすればいいのかなって本当に思う。 

これからコンテンツや活動つくりあげていくぞっていう時に、何に 1 番気を付けたらいいのですか。

目の前の人が他者であることをきちんと認識するっていうこと以外にありませんか？ 

 

参加者 I：大人の食のイベントを楽しんでいこうという思いは、多少の思い違いがありますが、何とな

く共有できているところでしょう。議論を尽くす「場」は出来ていると思います。 

 

齊藤さん：「場」があれば、何か思うことを具象化することはやりやすくなりますね。関係を変えやす

い。関係づくりっていうと、分かり合ってと思われがちなんですけど、意見が違う状態でも関係はつ

くれる。向かい合った状態から、対立している状態から、同じ方向を向くっていう状況がつくれるん

です。これって、話としてはどの部分からいけばいいかと言うと、ナラティブアプローチとかっていう

話をすると本当はいいと思う。人それぞれに違うのですよ。それぞれ違う考え方を持って生きている

のですけど、ここの間に何とかこうちょっと橋を架けるようなイメージです。ここのお互い違う状態の

溝をこうやって埋めてしまったり、無理くり寄せてしまったりせずに、今私達はここで橋を架けるのだ

って合意できるかってことですね。それって相手の側の送っている毎日や考えていることの状況を

よく観察し、解釈し、自分で行ったり来たりする。ここの間をすごく埋めようとしないっていうのが割と

大事な姿勢かなと思いますね。橋を架けると思えばそんなに、最初は頑丈な橋じゃなくていいから、

まずは渡れるものがつくれればいいし。 

 

参加者 I：蜘蛛の糸か。 

 

齊藤さん：最初はもう少し太いロープ 1本でもいい訳で、そんなに何か強固なものをここでつくろうと

しなくてもよいとは思います。だって結果ここで何かそれが解決したとしても、それぞれ別の物語に

次は行くので、一緒にずっと暮らす訳じゃないですから。 

 

参加者：齊藤さんのゴールはなんでしょう。 
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齊藤さん：事業なので、＜okatte にしおぎ＞については、例えばまあちゃんと借金返そうみたいな

話はあるし、家主さんとの契約期間の中で、このプロジェクションしているので、それはやっぱり一

定の売り上げ数字を超えなきゃいけないから、そんなに不思議なことはやってないと思う。 

 

川上さん：オープンデーには、希望者募って行きたいな。 

 

事務局：予約とかが必要ですか？予め行きますねとお伝えしといたほうが。 

 

齊藤さん：オープンデーは大丈夫です。大体 12時から 4時とかそれくらいです。 

 

事務局：12時から 4時。ほんとに緩やかに開いている感じですかね。 

 

齊藤さん：その間に来ればオッケーです。 

 

川上さんより次回のアナウンス 

川上さん：次回のアナウンスだけして今日もう終えたいと思うんですけど、次回が 2 週間後の 12 月

18 日ですね。同じ時間、場所ここで実施していきます。最後の第 3 フェーズに入っていきます。10

月 22 日にやった実践・高円寺大人食堂がありましたね。その際、取っていただいたアンケートを見

てみると、8 割方の人が既存のチームで同じ人で継続をしていきたいとありまして、2 割くらいの方

が自分自身で考えてみたいという結果が出ております。次回から、チームで継続したいっていう人

はその希望通りにしたいと思います。ただ、個人で自分なりに企画を立てていきたい、もしくは活動

したいものがあるっていう人は、個人としての願いを尊重したいという形で進めて行こうと思っていま

す。よろしいですか？なので、次回はこれまでの既存チームで今後どういうふうに展開していくか話

しあうっていうものと、私これやりたんですというその願いをある種形にしていくとものと、5 チーム動

くような形になります。 

 


