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はじめに
　COS 下北沢がオープンして３年半。オープニング時から今日まで、思いがけな
いくらい多方面からの見学や取材がありました。小規模ながら、地域に必要な事
業や活動を継続してきたメンバーを中心に『ちいきの「元気」を育てる発信地』
として、より働きやすい環境や設備を自分たちで作り上げた夢のようなお話…。
木の香りのする居心地のよい木造の建物を目にして、「なぜ？どうして？どうやっ
て？」と一層の驚きの声をいただいたものです。
　
　問われることで、改めて自分たちの歩みを振り返ってみる。計画が持ち上がっ
てから建物が出来上がるまで、さらに６つの事業が開業してからの三年間。それ
れぞれに課題は違っても無我夢中で進んできたこの間の歩みを冷静に記録、分析
する事で、今後の課題を見いだす。そうすることで、自分たちで考え、名付けた
「COS＝CO-OPERATIVE SPACE FOR ALL（コーポラティブスペースフォアオー
ル）」という言葉を現実のまちづくり拠点として確かなものしたいと考えています。
　
　また、COS 下北沢の試みは、ご自分の土地・建物が何らかの形で社会に貢献出
来る利用形態を強く望まれたオーナーの想いがあって初めて実現したものです。
今回の記録は、COS 下北沢の今後の発展に役立てるだけでなく、新たに土地・建
物などの資産をどのようにして地域の資源にしていくかということへの魅力的な
事例として、後続のための一助となることも願っています。
　
　前例のない地域貢献型建物「COS下北沢」建設・運営がいかに先駆的（型破り）
でダイナミック、かつ多くの方々の「夢」を繋いできたか、ネット文庫という公
益信託世田谷まちづくりファンドの新設部門にふさわしい構成やスタイルを模索
する事で、助成をいただいたことへの謝意を表したいと考えています。
　最後までご覧いただき、忌憚のないご意見も頂戴出来れば幸いです。

２００８年２月
特定非営利活動法人コスファCOSFA 設立時理事長

佐藤里子
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■コーディネート業務
企画・会議運営・事業計画・スケジュール管理：NPO法人 SAHS／　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 井上 文　松尾初美　中里京子
事業計画協力：EDAS／田島一宏
税務関係協力：関口孝光　　　　　　　　　
法律関係協力：巻淵眞理子
模型作成協力：宮地亘設計事務所／宮地 亘
パース作成協力：アトリエ獏／嶋田和子
サイン関係協力：松本昇デザイン室／松本 昇

■設計監理業務
設計監理契約・実施設計：（有）ペンギンデザインオフィス／松尾初美
実施設計：一級建築士事務所 環境企画 G／井上 文　山本共子
実施設計協力：（有）初音すまい研究所／豊田聡郎　矢原奈欧
実施設計協力：（株）WOOD設計／志賀磐楠
外構植栽設計：ランドスケープアトリエ風／河合嗣生
電気設備設計：（有）アース設計／三浦昭二
機械設備設計：ライズ計画／三谷 剛

■施工業務
建築：大木建設工業（株）／菅田和政　山岸俊章　吉池由信  菅谷 博
電気：原川電設／原川正隆　原川和明
給排水衛生：三晃設備工業／逸見昭三

■「COS下北沢」建物概要
建設地：東京都世田谷区北沢 2-39-6
構造：木造 2階建て
敷地面積：214.20 ㎡（64.8 坪）
1階床面積：118.68 ㎡（35.9 坪）
2階床面積：108.76 ㎡（32.9 坪）
延床面積：227.44 ㎡（68.8 坪）
入居団体床面積：
【1階】　てぃんかぁべる下北：55.76 ㎡（16.7 坪）
　　　　スペーススプラウト：24.78 ㎡（7.5 坪）
　　　　まちづくり広場ザワーズ：4.95 ㎡（1.5 坪）
　　　　カフェスペース：4.95 ㎡（1.5 坪）
【２階】　U設計室：27.47 ㎡（8.3 坪）
　　　　グループ菜：25.12 ㎡（7.6 坪）
　　　　住宅：35.33 ㎡（10.7 坪）
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世田谷区北沢2-39-6 に建つ木造2階建て約70坪の建物です。

このマークは、2003 年7 月に正
式に「COS 下北沢」のマーク
として決まりました。みんなで
助け合って、地域に根ざした活
動を継続、支援していこうとい
う気持ちを表しています。

COS下北沢って
こんな建物です！

参加団体

●てぃんかぁべる下北
●スペーススプラウト
●まちづくり広場ザワーズ

２Ｆ
参加団体

●Ｕ設計室（スケッチは旧スペースのまま）
●グループ菜

「COS下北沢」プロジェクト推進協力体制

エピソード

４ ５

COS下北沢の概要

今回のことをきっかけに改めて当時の資料を眺
めてみましたが、その多さたるや、どんなビッ
グプロジェクトだったの？と聞きたくなる量で
す。基本構想、事業企画、全体施設設計、入居団
体個別内装設計、外構、規模としては広めの住
宅といった建物ですが、多くの事業要素が
入っており、当然、設計も複合施設ということ
で内容は多岐にわたりました。住宅、保育室、
ギャラリー、カフェ、市民活動、カルチャー
スクール、お惣菜宅配。もう連日、全体およ
び各団体打合せ、そして設計作業、の繰り返しで
した。また、各々の設計要件もさることなが
ら、木造であったので、入居者が費用負担を
する、いわゆるテナント工事の区分も難しい
部分があり、結構頭を悩ませました。
竣工から３年半。そろそろ今後のお手入れを
考えておく時期になり、空間づくりに携わっ
た者として、また会員として、建物の第２ス
テージを考えていきたいと思います。

（NPO法人SAHS　松尾初美）

● COS下北沢　ホール利用の場面から

一周年記念企画：子供手芸教室

お母様の遺作「モラ」の展示会

ボールを使って産後のボディケアの会場に

COS下北沢 5年間の記録



　不定期・短期間の就労をするとき、就労のため技能を修得
するとき、通学・通院をするとき、その他緊急時などに、お
子さまを一時的にお預かりし、働きたい、勉強したい、地域
活動したい人をサポートしています。
　本当にここを立ち上げることができるのか、不安と期待を
抱きながらの出発でした。初めて大きな借金をし、自分たち
の持ち寄りと地域の方々からの援助と寄付で設備を整え、夏
の真っただ中に大汗かいて白木にニスを塗ったことも、今と
なっては楽しい思い出です。1 軒の家に共生して3 年、地域
に根ざした活動が認められていることを実感しています。

一時保育＆子育て支援　企業組合キッズルームてぃんかぁべる下北

　挨拶をするように、オープンテラスから気軽に覗いていた
だけるギャラリー。作品を発表したいアーティストのためにお
貸しするアート＆クラフトのスペースです。
　3 年経ち、季節を問わずほぼ埋まるようになり、リピート利
用者も多くなりました。「什器が充実していて、いろんな組み
合わせができるので大変使いやすい」という意見が多く、他
ギャラリーとの差別化がうまく図れているようです。運営主体
の日本あみぐるみ協会自体の事業もここ数年で大きく拡大。
オリジナル編物商品の製作・販売も始め、大きな収益となっ
ています。月1 度のニットカフェも盛況に開催しています。

ギャラリースペース　スペース スプラウト

　地域で安心して住み続けるためには、さまざまな機能を使
いこなすための「生活の案内人」が必要です。地域に足りな
い機能を生みだす「仕掛け人」も必要です。そんな役割を果
たしていきたいと考え、活動しています。
　「COS 下北沢を作る会」の発足からNPO 法人設立、さら
には、6 事業体協議しながら、COS 下北沢の管理運営、窓
口を担ってきました。具体的には、まちづくりの拠点の機能と
「働く場」のコーディネートです。最近はお近くの方々のホー
ル利用が増え、COS 下北沢の多様な活用に繋がっています。
少しづつですが、地域に根ざしつつあると実感しています。

地域にこたえる相談ルーム　まちづくり広場 ザワーズ

　前日までの注文食数を当日仕入れた材料で調理すること
で、材料ロスのない新鮮なお食事をお届けしています（火・
木曜の宅配のほか、パーティー料理なども承っています）。
　COS 下北沢に引っ越して 3 年、働き方に配慮された明る
い作業場はとても動きやすく楽しく働いています。おいしい
家庭料理をお客様にお届けしようと、新しい知恵を取り入れ
ながら工夫を重ねています。安くて新鮮な材料を求め奔走し
ていますが、食材の価格変動に左右されるのが頭の痛いとこ
ろです。メンバーそれぞれに家庭の事情を抱えながらも助け
合いながら”張り切り笑顔”で働ける幸せな職場です。

夕食のお惣菜をお届けする 　NPO法人グループ菜

　U 設計室は、個人住宅の設計・監理を主な業務にしている
建築設計事務所です。良質な個人住宅をつくり続けることで、
住生活の質の向上とともに街並みにも貢献できるような活動
につなげていきたいと考えています。
　COS 下北沢の魅力はいろいろな活動がひとつ屋根の下に
集まっていること。てぃんかぁべるさんの子供たちの遊び声や
泣き声が聞こえてきたり、菜さんのおかずのいい匂いが漂っ
てきたり。ちょっと一息入れたいときには下のギャラリーに行っ
てみたり、植え込みに座って草花をながめたり…。こんな風
に「こすきた」ライフを満喫させてもらっています。

一級建築士事務所　Ｕ設計室

● 開業当初の入居団体 ●

COS 下北沢で 3 年間カフェを営業してきました。昭和 60 年代の
こだわりを持った喫茶スペースとして、近隣のみなさんや、下北沢
在住の友達と楽しい時間を過ごしてきました。
しかし、ギャラリーやホールでの集まりがドンドン多様化する中で、
ホールと一体の運営がカフェスペースにとっても有効ではないか、
ということがわかり、NPO 法人コスファでの運営を提案することに
しました。これからも NPO 法人コスファの会員として、また利用
者として、愛着のある COS 下北沢を見守っていきますので、よろ
しくお願いします。

（２００７年１２月まで）

カフェ ＢaBu
「心の輝き、地域の輝き」「豊かな精神へのマッサージ」をモットー
にプロムネット総合ビジネスアカデミーは、初心者の方から資格取
得を目指す方、そして高齢者の方々まで一人一人のペースに合わ
せた「少人数で、きめ細かな指導」を理念としたパソコン・英会話・
マナーの総合スクールです。これまで実施してきたコースに加え、
下北沢の環境を加味したコースや、COS 下北沢での新規に開設す
るコース、 地域への貢献活動などを行ってきました。

（２００６年３月まで）

（有）プロムネット

入居団体紹介

TEL：03-3468-2146
http://spacesprout.com/

TEL&FAX：03-5452-3412

TEL：03-3467-6213 FAX：03-3467-6214
http://www5c.biglobe.ne.jp/̃u-och/

● 利用案内
対象児：世田谷区在住1～3歳／利用日：月～金（土日祝日＆年末年始休み）／
利用時間：9～19時／利用金額：～4時間1,500円 ～8時間3,000円 8時間～1
時間につき500円増／申し込み：予約制（利用日の2ヶ月前から）

● 利用案内
使用目的：作品発表・作品の販売等は自由（販売手数料不要）／使用期間：原
則、木曜～翌週火曜までの6日間を1単位（水曜定休）／使用時間：11～19時
／使用料金：1単位60,000円／無料貸与什器などあり

● 利用案内
お届け日：火・木曜週2回夕方／お届け内容：一人前（メイン2品、副菜2
品）／料金：750円（ご飯別料金100円）

COS下北沢 5年間の記録

TEL：03-5452-3433
FAX：03-5452-3434

TEL&FAX：03-3468-0408
（火・木曜の10：00～16：00）

03-3419-8841（青木） 
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完成までのヒストリー

設立の経緯 COS下北沢 5年間の記録

土地活用についてSAHSに相談がくる

【第1回会合】参加希望活動団体（7 団体）による現地
見学会
グループ菜、てぃんかぁべる、まちづくり広場参加

【第 6回会合】「COS下北沢をつくる会」立ち上げ

事業計画案提出

土地所有者と活動団体懇談会
契約主体の選択・契約方法・資金調達の検討

【第13回会合】（有）プロムネット（パソコン教室）参加

現地見学会
名古屋にてオーナー経営の高齢者施設など見学

【第16回会合】日本あみぐるみ協会参加
【第17回会合】NPO立ち上げ検討始まる

企画書作成から具体的な計画書作成が始まる
プロジェクトK参加

【第20 回会合】資金集めの具体的方法検討、振替口座
開設

【第22 回会合】今後の活動・体制づくり・設計のために
各グループ意見交換
NPOの名称をコスファ（COSFA ＝Co -Operative Space 
For All）とする

12月

2月

7月

8月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

「COS」とは、協同して活動する空間「CO-OPERATIVE SPACE」の略称です。COS下北沢は5年前、地域に根ざした活動を支
援したいという地主さんと、地域に役立つ活動スペースを持ちたいと考えていたグループの出会いから始まりました。何をどうする
のかは、ゼロからのスタートでしたが、「COS 下北沢をつくる会」を結成し、お互いの自主性を尊重しながらも、各々の持っている
力や資源を出し合い、また助け合って建物の構想、活動や事業内容、開設後の管理運営等について会合、見学会、学習会を重ね 1
つにまとまりました。参加する仲間たちは夢を大きく膨らませ、閑静な住宅街の一角にある建物は、2004年9月にオープンしました。

事業計画案の作成に当たっては、長期にわたる借り上げが
不可避であることから、SAHS が中心となって、月額の家
賃や共益費、借入金の返済、かかる税金、減価償却…な
どなど、さまざまな条件を設定して長期収支の詳細なシミュ
レートを行い、それをもとに検討をしました。その結果、あ
る程度先が見越せる借り上げ期間として、20年間と設定し、
その場合の家賃として 1m2 あたり 2,700 円と定めました。
とても素人だけでは決めることができなかったと思います。

200３年

200２年

2001年

NPO設立総会
ロゴマーク決定

NPO申請

賃貸契約書案の検討始まる
公式サイト（http://cosfa.main.jp/）オープン

事業費を決定

工事業者決定
解体工事前お祓い
既存建物解体工事
確認申請

地鎮祭
建築本体工事設計契約
オーナーと各グループ、各事業者との懇談会
着工
NPO認証取得

上棟

植栽の検討開始

竣工／賃貸借契約締結

COS下北沢オープン !

７月

８月

９月

10月

11月

１２月

2月

５月

７月

９月

200４年

エピソード
事業計画案の作成

参加メンバーで、オーナーである河津さんが運営されてい
る名古屋の素敵なケアハウス、デイケアセンターを見学しま
した。何よりも、福祉行政の枠
をいとも軽々とクリアして、自由
闊達、楽しい空間を実現してい
らっしゃる方々に会ってきました。
（写真は、障害者・高齢者がと
もに暮らす「ぼちぼち長屋」）

エピソード
現地見学会

あしかけ 5 年前、パソコンを駆使している人ばかりではあ
りませんでした。メールのやりとりが便利ということで、少
しづつメンバーが増え、連絡用には大変重宝。メールのエ
チケットやルールも確認しないまま使い始めて、時には険
悪な事態も起こり、ITメリット・デメリットも体験しながら全
員力量を上げてきたように思います。当初は SAHS との
やりとりだけで、関係者がアドレスを出し合ってりストを作っ
たのは2003年6月頃だったと思います。

エピソード

参加団体同士のやりとり

「豊明荘」という建物で、年月は経っていましたが、作りが
とてもしっかりしていて、廊下を挟んで両サイドに部屋が 4
つずつならび、扉を開けて踏み込むと右側が流し台。部屋
は 6 畳だったと思います。左手が一軒の押入天袋付き。流
し台の後ろがトイレになっていて、お部屋から引き戸を開け
て入る、そんな作りだったと思います。オーナーのお部屋の
片づけをお手伝いしましたが、学生時代そのまま。きちんと
整理され、お母様手縫いの雑巾などもありました。

エピソード
解体前の建物

COS をどのような建物にするのか。そ
のコンセプトづくりにも時間と労力をかけ
ました。地域に望まれる機能についてア
ンケートをいただいたり、このまちを分析
するためのコンセプトマップをつくったり、
実際のCOS利用イメージをイラストで表
現してみたりしました。それでも、具体
的なイメージを持つのは困難でしたが。

エピソード
利用イメージづくり

完成したＣＯＳ下北沢 　　オープニング告知

更地になったところでイベントなどをして COS について知っ
ていただこうと思ったのですが、どこのだれかもわからない
人たちが住宅地でわいわい…自分たちとしては、地域貢献
型をうたったとしても受け入れ側にとっては得体がしれない
もの。でも、お手紙をもって回ったり、丁寧にお話ししたり
で何とか穏便に、現在では、互いに良き距離感をもってお
付き合いをしています。町会にも参加、時間をかけて、地
域の一員となることを心がけています。

エピソード
ご近所周り
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設立の経緯 COS下北沢 5年間の記録

※写真出典：「SAHS通信12号」2006年

1． かつてのアパート 2． オーナーと事業計画検討会 3． アパートの解体

7． 入居者向けに構造見学会 8．  オーナーと賃貸借契約 9． 雨水利用の天水尊

10． 階段のオイル拭きも自分たちで 11． アプローチのタイルもはめ込む

　下北沢は小さい頃の私にとって、小田急線で 3駅も離

れた遠い繁華街でした。父に連れられて行った先はいつ

も決まった画材屋で、駅前の小さい店が立ち並んでいる

マーケットの中にあったような記憶があります。それから

40 数年、下北沢はすっかり若者の街に変貌しましたが、

そのこと自体に大した関心も持ちませんでした。古臭い

ながら懐かしさの漂う商店街の佇まいは、何かしら消費

的で浮ついた落ち着きのない騒々しさに取って代わられ

たようで、むしろ敬遠してきたように思います。

　その下北沢が急に特別な意味を持つまちになったの

は、2003 年の春。2002 年から実現に向けて支援をし

てきた COS 下北沢のプロジェクトが、動き始めたとき

です。COS 下北沢のプロジェクトは、SAHS にとって

も初めての本格的なコーディネート事業でした。学生

生活を過ごした下北沢が少しでも潤いのある街になる

ことを願って、所有地の活用をご相談いただいた河津

さんの想いを、自らの夢に重ね合わせながら、地域の

多数のかたのご協力を得て、そこに生活するかたがた

が、真の意味で心豊かに暮らすために少しでも役立つ

場になればと願いました。当初は、あまりにも振って

沸いたようなお話で、手探りの状態でしたが、地域の

方がたや友人たちの力をいただきながら、入居希望団

体が集まってくるなかで、何とか夢を形にしたいとい

う思いが高まりました。オーナーもコーディネートと

いう役割の重要性にとても理解があり、信頼していた

だけたからこそ、メンバーも張り切って取り組むこと

ができたのだと思います。

　何か、地域に役立つほっとする空間をと願ったオー

ナーと、入居を希望した各団体の地域での実績や、その

実現を願う多くの支援者が存在するとしたら、このプロ

ジェクトは、出会いは偶然でしたが、実現は必然だった

といえるでしょう。建物完成後は、一括借り上げが条件

ということでしたから、入居予定者で構成する法人格取

得が大きな節目ではなかったかと思います。実現後3年

が過ぎ、COS 下北沢の運営についても課題がみえてく

るなかで、当初のコーディネートにも問題がなかったか

を検証し、今後に活かしていきたいと考えています。

（コーディネート担当：NPO法人SAHS　 井上文）

エピソード

　COS 下北沢三周年、おめでとうございます。心から
お慶び申し上げます。
　三周年にあたって一文を、とのご依頼をいただきまし
た。とても私がそのような任に適しているとは思ってい
ませんが、COS 下北沢建築中の状況を拝見に伺った折、
壁塗りや床張りの作業をほんの少し手伝わせていただい
たことも懐かしく、拙文をお届けする次第です。
　COS 下北沢の三年間を拝見していて、特に心に残る
ことが三つあります。一つは、みんなで努力して創り上
げたコーポラティブハウス的拠点づくりの成果、二つ目
は特に女性を中心とする“起業”の成果。そして三つ目
はみなさんの事業を通しての地域とのつながりの深化で
す。それぞれに感動しています。
　現在、世田谷まちづくりファンドの応援団、まちづくり広
場を主な仕事の場としています。ネット文庫の成功もお祈り
しながら、引き続き遠くからですが応援させていただきます。

（会計担当：関口孝光さん）

コメント

　所有地に好きな建物を建てていいわという地主さん、
その建物を地域の皆様の役に立つ団体に利用してもらお
うと身を粉にして調整するコスファのメンバー、コス
ファの活動に出資する皆さん。大勢の方々の善意が
COS下北沢を作り上げました。
　私は弁護士として当初の契約関係の整理をお手伝いし
ましたが、契約は紛争の予防策。最悪の場面でも損害を
最小限に抑えることを目的とするので、相手が約束を守
らなかったり違法な行為に及んだ場合を想定して定める
ものであり、善意の方々のお気持ちに水を差しかねませ
ん。気を遣いながら作業を進めました、つくづく法律家
の思考方法の後ろ向きなことを恥じながら。
　COS 下北沢に関わる皆様はまるで魔法使いのように、
不可能を可能に、非常識を常識に変えながら、その後も
ベンチやトイレ作りなど、地域のために改良を重ねてい
ます。すばらしい魔女集団のさらなるご活躍、ご発展に
エールを送ります。

（弁護士：巻淵眞理子さん）

コメント

思いがカタチになるまで

13． プレオープニング週間（1） 14．プレオープニング週間（2） 15． 竣工式

6．  手作り料理で上棟式5． 上棟前4． 地鎮祭

12．  入居者向け竣工前見学会
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運営のしくみ (全体編 )

●建設費用の調達は、 どうしてあつまったか

　COS 下北沢の建築費用は約 5000 万円。そういった場
を求めている団体はあっても、この資金調達は厳しいもので
した。当初は、この土地を定期借地とし、事業者が建設する
ことを望まれたオーナーでしたが、難しいと判断、ご自身で
資金を調達され、建設してくださることになりました。そこ
で、事業者も 2 割相当の基金を集め、契約終了時（20 年）
までお貸しするという提案をさせていただき、さらに半年ほ
ど検討を重ねてご了解をいただきました。

　COSFA として、ほぼ一年間でこの 1000 万円を集めま
した。件数にして、80 件強。一件当たり 100 万円から
2000 円まで。「働く場所に困ってませんか？事業内容に
よっては、安く土地を貸して下さる方がいらっしゃるの」「地
域にこんな建物が出来るって素晴らしいと思いません？つい
ては、建物を建てるのにお金がいるんです。一口乗って下さ
いませんか？」　「寄付ではありません。20 年後に無利子で
はありますが、お返しします。」実際にはパンフレットも作
成しましたが、一連の呼びかけの内容です。

　参入予定の団体の中でもそんな呼びかけでは集まるわけが
ない、との意見がありました。普通、お金を借りるときには
担保が必要だったり、貸す方にも利子・利息がつきますが、
今回は何の特典もない。「夢に投資しませんか？」「あなたも
夢の片棒をかつぎませんか？」逆転の発想で、少しづつ集ま
りはじめました。多分出来上がるものに、というより「トライ
してみよう」という意気込みへの賛同だったように思います。

　振り返って見れば、呼びかけた人たちの日頃の活動への信
頼感が大きかったと思いますが、当時は、この企画の斬新さ
への賛同と受け止め、大変心強く、計画推進の力になりまし
た。そして、目標の1000万円のうち、700万円まで来ま
した。後 300 万円。この時点では、参入団体もほぼ決まっ
ていました。さあどうする、参入団体の面積割りではどうか、
均等割りでは？いづれも数字を出してみると団体の実状には
見合わない数字がはじかれました。大いに議論です。既に集
まった 700 万円は参入する団体ばかりではありません。で
きあがる建物、参入団体への期待の表れだということを肝に
銘じて、新たに出せる人・団体に拠出してもらいました。

既に COS 下北沢の経緯でも触れられていますが、関心を寄せて下さる方々にとって、一番興味
があり、わかりにくいところです。いくつかの項目を追って理解していただけたらと思います。

●運営団体として、 必要な決めごとをつくる

■ NPOの設立
　一棟一括借り上げというスタイルを要望されたオーナーと
の契約のため法人格を取得することになりましたが、有限会
社、株式会社、NPO と候補が上がる中で NPO を選択。今
にして思えば、どこまでわかって決定したかも怪しい気がし
ますが、真剣に話し合い。NPO 設立総会、定款の作成。何
事も話合いで決める。決定の場では数の論理がものを言うの
ではないか、決定の場には各団体何名出席するのがよいか、
理事会構成についても、試練でした。SAHS という当初か
らのコーディネターの存在がいかに大きかったか、というこ
とは他の項でも述べられると思いますが、実際に建物が出来
るまでの会議開催回数は数十回に上りました。

■ 契約書の作成・預り証（金銭消費貸借契約証書）
　NPO の定款を定めるにあたって、一条ごとにみんなで検
討しました。定款には雛形がありますから、さほどではあり
ませんでしたが、契約書や預かり証（金銭消費貸借契約証書）
に至っては、前代未聞のスタイルの契約書ですから、支援し
て下さる弁護士さんにもお尋ねしつつ、一言一句吟味しまし
た。預かり証（金銭消費貸借契約証書）というのは、建設基
金を出して下さった方に２０年後にお返しする時のためのも
のですが、２０年後には「私達生きているかしら！」と思っ
たとたんに、「お返しする相手は？」さすれば、預り証を譲
り渡す人とその承諾書も必要！です。又この節ですから、地

震や天変地異によって建物が壊滅したときは、事業者である
私達も大変ですが、お借りしたお金を返す目処も立たなくな
ります。一瞬そんな時のための保険は？等々。オーナーの弁
護士も目を白黒されたそうですが、新しい試みへのチャレン
ジ精神と文殊の智恵ならぬまちづくりの智恵（これはまちづ
くりの先輩諸氏も注目の的だったのでしょう）の賜物です。

■ コスファ憲章の制定
　建設場面でも無数の主張と譲り合い。一歩一歩前進してい
くわけですが、このプロセスをとおして、仲間としての信頼
感を深めては行きますが、不安も一杯。ケースにとらわれな
い一本の柱、よりどころ、オーナーの意図に沿い、且つみん
なが共通に立ち返る原点が必要だと感じました。それがコス
ファ憲章です。２０年間ともに事業を継続しよう！撤退する
時は場所が狭くて事業の拡大発展の時にね！といいつつ、３
年で２件の撤退がありましたが、それらに対処し、COS 下
北沢の運営形態を現在も支えることにつながっています。

NPO法人コスファ COSFAについて

NPO法人コスファ（※COSFA→「co-operative space for all」の略）は、COS下北沢の運営を担います。オーナー
との20年間の契約主体として、入居団体各々と契約を結び、豊かなまちづくりをめざします。2003年 7月設立総会
を開催し、12月15日認証・登記を行いました。認証に先立ち、「COS下北沢をつくる会」として2年間の準備期間
がありました。 COS下北沢には、現在5つのグループが入居し、事業を行っていますが、この各グループのメンバーの
中から理事を一名以上選出し、この組織を構成しています。現在、次のような活動を行っています。

■ ちいきの人々のための協働スペースの管理、運営、利用に関するコーディネート
■ 多様なまちづくり活動のための相談事業
■ ちいき住民交流事業
■ 多様なまちづくり活動のための調査研究活動
■ 多様なまちづくりのためのセミナー・研修などによる人材育成事業

運営のしくみ COS下北沢 5年間の記録

コスファ憲章
誰もが、自分たちの住む地域が豊かで暮らしやすいま
ちになればという願いを持っています。私たちは、地
域に愛着をもち、人と人との交流のあるまちづくりを
進めるために、この憲章を定めます。 

個人のライフスタイルを尊重し、地域で助け合いなが
ら安心して働き、学び、子供を育て、ゆとりある老後
を過ごせる『共生のまち』の創出に寄与します。 

多様な活動や働く場を分かち合う協働スペース「コー
ポラティブスペース」をつくります。 

豊かな生活空間の創出のための、あらゆる分野におけ
る人材の育成をします。 

私たちは、願いをかなえるために、「参加」「話し合い」
を重視します。互いの「権利」を尊重し、意見を言っ
たり、提案をしていくことで信頼関係を築き、互いの
問題解決をはかります。

（2003 年 11月作成 )

COSFA
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※一部引用：「SAHS通信12号」2006年

COS下北沢 5年間の記録
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　各事業所はそれぞれの営業日・時間・スタイルで営業してい
ますが、窓口業務の様子を追ってみました。最近では、日曜日
にもイベントが定期的にはいるようになり、ホール利用者は利
用料金のメリットもあり、賛助会員になって下さってます。管理
側も信頼を持って鍵開け、鍵〆以外の間は皆さんに自由に使っ
ていただいてます。

　そういった翌日の月曜日は何となく前日の名残が感じられて
面白いです。トイレのくずかごはバロメーター！一杯だったり、
可愛らしい紙や糸くずがあったり、盛況だったんだな、と思いな
がら一日の事務を開始します。床掃除、トイレ掃除、外回り芽
吹き時以降は時に草取りも。植栽管理のメンバーがほしいと思っ
ています。床はコンクリートですので、ほこりが一杯。セコハン
の性もありますが、３～４台掃除機がダメになり、時には水を含
ませた紙をちぎって掃き掃除で済ますこともあります。

　それが終わったら、申し送りノートに目を通します。粗大ゴミ
の搬出や電話連絡の必要性など記入されています。それらか
メールチェック。迷惑メールがあるときも。大事な連絡を落と
さないように…。数は多くありませんが、グループ菜のレンタ
ルキッチンお問い合わせやてぃんかぁべるへのお問い合わせ、
見学依頼など、見落としたら大変。

　ホール利用のスケジュール書込（インターネット上のカレン
ダー）も行います。その間、U 設計室のスタッフやお客様の出
入りに失礼のないようにご挨拶。月初めは電気の検針。東電が
読みとった数字を子メーターを読みとり各団体に割り振り計算。
割り振りのルールは開業当初に決めています。

　コスファ全体としては結構な収入源のシニアケータイセミ
ナーの事務手続きや河津さんへの清掃費請求書作成。ちょっと
した月次様子を付記して送付、ファイル。月末には光熱費家賃
の集金。送金。PC を使った入力、送金もとのアドバイスをい
ただいていますが、今後の検討課題。その他トイレ用品や電球
など消耗品の購入。

　一年を通してみると、年度始めと年度末は前年の会計報告や
事業報告、予算、計画書など東京都に提出する書類作成、登
記関連資料作り、これがささやかな規模なのにソレナリに大変。
全くの門外漢でしたから…。

　夏から秋には周年行事と恒例の秋田や愛媛との交流会を開催
してきましたので、その企画を立て、全体会に諮り、ご意見を
いただいて実行。この他、コンスタントに行政やトラストまちづ
くり、大学生他の見学、行事参加があります。COS 下北沢の
成り立ちなど、ご説明する事になります。外部との情報交換が
出来、COSの活動に活かされています。

　設立当初からマンパワーやアンケート蒐集企画参加にご協力
いただいている生活クラブ運動グループ世田谷地域協議会の事
務局の仕事もしています。グループ菜の営業日、火・木は活気
があります。楽しそうな笑い声も漏れてきます。昨年秋から月
２回の割合で始まったマージャンの会では、お昼に菜さんのお
弁当を楽しんでいます。そうそう、火曜日、木曜日はギャラリー
の搬出、搬入の日でもあるので、スプラウトさんみえてにぎや
かなことが多いですね。恒例になった、月・金の認知症予防
PJ 第一期生じょんのび会のみなさんのお集まりに合いの手を
入れたり、傾聴したりオープンスペースならではの臨機応変の
対応を楽しみながらしています。水曜日はスプラウトさんもお
休みの日ですが、てづくりの会や、U 設計室、SAHS の住宅
なんでも相談があったり、SAHS の松尾さんはその時間に当
番を買って出てくださりザワーズも大助かりです。

　全体として、全くの近隣の方々の出入りよりは、気持ちの良
いホールを安く利用できるので、行政やクチコミ、HP を見て
の方々の利用が多く、地域の方はまだまだ遠巻きに。でも次年
度からは他団体と協力して、地域の福祉マップ作りにもトライし
ます。

　上記のような仕事を上手に分担し、地域のニーズにきめ細か
く対応出来ていくための伝達や研修が今後の課題と考えていま
す。でも、この３年間走りながら、出くわした時点で協議しなが
ら進めてきたと言えます。仕事量に対しての対価は、もっと頑
張らなければなりません。コスファからの事務手数料は微々た
るもので、草創期の３年間は各団体も自分たちの事業を整える
時期。これから、COS 下北沢の運営管理の見直しも含めて、
活発な意見交換をして斬新なスタイルを生みだしていきたいと
思います。現在検討中の COS 下北沢カフェスペースの運営と
も話し合って、内外ともに充実したコーディネートが出きるよう
になりたいです。せっかくの下北沢という知名度も活かしつつ、
各年齢層に取って QOL の高い暮らしの案内人に。案内人の創
出を狙っています。

　想像以上に明るく気持ちの良い建物に自分
たちの思い思いの設計と内装の働く場ができ
あがっていく喜びと同時に、一つ屋根の下で、
異業種が事業を行うぎこちなさもあって当た
り前。現在も試練の過程ですが、活動が多岐
にわたればわたるほど、思いがけないことが
起こります。しかし、解決のレベルを上げて
いきたい。話し合いのレベルを向上していこ
う。進化し続けるゆえんです。

　今のところ、その音頭取りが、まちづくり
広場ザワーズですが、５団体がそれぞれの事
業運営の強みを活かして、全体の運営技量を
上げるためのアドバイスができるよう研鑽を
積んでいくことを課題としています。

運営のしくみ（日常編） COS下北沢 5年間の記録

全体会の様子

　自分たちの事業や活動の報告と現在の課題を解決する
ための会で、オープン以前から毎月欠かさず開かれ、入
居団体の代表者や担当者と SAHS が出席しています。時
にはなかなか合意に至らないこともあります。

　全体会では、コスファ憲章を定めたことが試される時で
もあります。相手の考えていることを理解し、自分たちの
想いを伝える作業は大変ですが、自分の職場であり、仲
間の職場でもあること、地域の人にも愛され必要とされる
COS下北沢にしていく。全体会は、COS下北沢が面白く、
進化しつづける源泉でもあり、危なく停滞するかも知れな
い心臓部分です。開業３年を経て次の３年、向こう２０年
に向けて豊かな展開を遂げたいと思っています。

　どうしても、決まった、決まってないの話になりやすい
ので、毎回持ち回りで議長と記録係を設けています。そう
しないと、暗黙の了解・事後承諾が多すぎる、知らない
間に物事が進んでいる、という不信感がぬぐえなくなって
しまいます。会議内容の確認メモを作成しメイリングリス

COS下北沢の一週間　～窓口・まちづくり広場ザワーズの日誌から～

COS下北沢の窓口として、月曜日・水曜日は基本１０時から。火曜日・金曜日は午後から。木曜日
は月に１～２回社会福祉協議会のいきいきサロン「お茶会リンク（手作りお菓子でお抹茶をたのし
む）」のメンバーが。土曜日・日曜日はお休み（年間で大きなイベントがあるときはオープン）。

トを使って共有しています。何をするにせよ、事前の相談
は必須だという認識をもって全体会に臨んでいます。

　現在はカフェスペースについて、大いに議論をしている
ところです。事業体として、家賃が捻出出来るような営業
をホールとの隣接でできるのか？NPO コスファの「顔」
として求めるカフェってなんだったんだろう。空きの期間が
多ければコスファが家賃を負担しなければなりません。そ
れは各団体の負担ともなります。早く家賃が入るとよい。
でも誰でも良いわけではない。募集をしてみて、破格に
安い家賃の意味を改めて考えさせられました。

● COS下北沢のホールを彩る季節の品々 ●

懐かしいクリスマスオーナメントは会員持参

悠久の調べに合わせて認知症予防の体操・練法

ボールを使って産後のボディケアの会場に 七夕の短冊には色んな願いを

グループ菜の会場を借りて和菓子教室

手作りお雛様。90歳の先生と生徒たち



　参加団体の夢とミッションを掲げて、「COS 下北沢」は 2004 年 9 月 1 日、本格スタートしました。「いったい、これは何物？」地
域の皆様のまなざしを肌で感じながら、木の感触をふんだんに取り入れた COS 下北沢がどのように地域に溶けこんでいくのか、地域に
愛されていくのか…。自立して、地域住民が地域に必要な機能を自ら発見し、作りあげていく魅力的な試みでもあります。
　あしかけ3年。自分たちの働く場であると同時に地域の方々が「あったらいいな」と思える場所づくりを心がけて、自分たちの思いだ
けが先行することなく、運営方法も検討してきました。たくさんの方のご支援とネットワークをつなぎ、丁寧な話しあいを重ねてきました。
「参加」「話しあい」を重視し、互いの権利を尊重して信頼関係を築き、問題解決をすることの大切さを再確認する過程でもありました。
試行錯誤の連続でしたが、地道な活動が実を結び、多数の自治体・市民活動団体からの取材・見学、住民の活動拠点（交流会・講習会など）、
そして地域おこし支援などを通してコスファは地域に根付いてきました。
　初めての試みには夢と希望も一杯ですが、不安もつきものです。残念ながらプロムネットが撤退されましたが、その後に U 設計室が
参加され、新たな活動が始まりました。しかし、地域に「なくてはならない事業」を展開しようという事業者の意気込みと、「『地域を元
気にする発信基地』が必要だ」という多くの方々の応援。これが大きな力となって、準備期間も含めたこの5年間をワクワクする思いで
過ごすことができました。その上に立って NPO コスファの目指す地域貢献（支援の担い手、交流の場提供、情報発信基地など）の活動
も膨らんできました。

2004 年 8 月 23 日 ～ 8 月 29 日

COS 下北沢オープニングウイーク　　（写真1）

9 月 1 日のグランドオープンに先立ち、楽しいこと盛りだくさんの“オープニング
セレモニー”週間として、各団体の様々な企画が多様に繰り広げられました。

2004 年 9 月 22 日　

COS 下北沢が毎日新聞に掲載

地域に貢献する多業種の集まる建物として、期待を持って取材を受けました。

2004 年11月 25 日～ 30 日

秋田短期大学との交流イベント　　（写真 2）

学生さんが生産した「あきたこまち」や手作り品の即売会を通して、生産地と消費
地を結ぶ信頼感のある連携が生まれました。

2004 年12 月

パソコン ・ 看板 ・ 掲示板の設置　　（写真 3）

広く COS 下北沢の活動を知っていただくために、広報に役立つ設備の整備がすす
みました。パソコンはイーパーツへの申請の結果、寄贈されたものです。

2005 年 3 月 6 日

大和市協働ルール （資金部会）　　第 2 回ワークショップに参加

「社会資源の新しい可能性を学ぶ」というテーマで、COS 下北沢の紹介をするとと
もに、他の事例についても伺ってきました。

2005 年 3 月14 日

7272 （ナニナニ） 街情報ネットの取材

下北沢の「街の人気スポット」として紹介されました。
http://www.7272.tv/

2005 年 3 月 27 日

「コミュニティカフェ大集合」 参加　　（写真 4）

地域の情報が行き交うコミュニティカフェの今後のあり方について、情報交換しました。

2005 年 5 月 31日

みどりのカーテンづくり　　（写真 5）

夏の西日をさえぎる植物による日除けづくりを、COS下北沢の植栽を考える会の呼
びかけにより土作りとともに行いました。

2005 年 6 月 4 日

世田谷まちづくりファンド申請　　（写真 6）

「地域ニーズに応える」のテーマで活動部門へ応募、22.8 万円の助成金を獲得しました。
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じぶんたちが住む地域を、豊かで暮らしやすいまちにするために 2004 年 9 月～ 2005 年８月

16

　　身近な高齢者の住みよい環境づくり
　　～介護予防や「みまもり」つくりへの一歩～
公益信託「世田谷まちづくりファンド」から助成を受け、「高
齢者に役立つ IT 環境プロジェクト」と称して、高齢者への支
援として有効なパソコンの活用のしかたについて調査を実施し
ました。 認知症予防プログラムの参加グループとの出会い、シ
ニア IT プログラムの先行事例などを通して、パソコンに馴染
み、インターネットの素晴らしさを知ることは、実際に会って
楽しむ価値の発見につながり、高齢者が多様な年齢層と触れ合
い、刺激を受けて生き生きと暮らすことにつながることが事例
を通して知ることができました。
昨年から法人格を活かしてドコモ・サポート（株）の地域貢献
事業「シニアケータイセミナー」の事務局をはじめ、活動資金
となっています。スピードの早い IT 情報も入って、下北沢の
土地柄を活かした活動をとのアドバイスも受けています。

　　いよいよ、ちいきに根付いて
●お茶会リンク、じょんのび会につづいて、マージャンの集ま
　りも始まりました。
● U 設計室による住宅相談、てぃんかぁべるによる保育相談
　など、COS下北沢での相談事業も地道に行っています。
●まちづくり広場ザワーズが NPO コスファの協力の下、NPO
　法人せたがや福祉サポートセンターによる「平成 19 年度 地
　域の支えあい活動助成事業 地域福祉マップ作成による、地
　域ネットワークの構築と地域拠点作り」事業へ参加します。

　　子育てサロン誕生にCOS下北沢が一役？！
昨年の秋、お買い物・散歩の道すがら立ち寄った COS 下北沢
をもっともっと地域の拠点にしたいと考えた若い子育てママの
岩崎さん。そして、彼女が長らく温めていた子育てサロンの構
想を一歩一歩進めて、第 2 子の出産を 8 月に控えながらも子
育てサロン下北沢 「シモキタ・マンマ」を6月に立ち上げました。
COS 下北沢・まちづくり広場ザワーズが紙面上の連絡先。メ
ンバーが必要に応じてサロンのお手伝い・相談に乗っています。
子育て世代の自主的な活動の側面サポートができてよかった！

　　地域のトイレプロジェクト　ベビーシートの設置
COS 下北沢には、小さなお子さん連れの方や、車椅子を利用し
ている方もいらっしゃるのですが、トイレのドア幅がやや狭く、
車椅子が入れなかったり、赤ちゃんのオムツ替えのスペースがな
いなどの課題がありました。そこで、NPO 法人コスファと NPO
法人 SAHS とで基金を呼びかけ、多くのみなさんのご協力を得
て、今年の3月にドアの拡幅とベビーベッドの設置が実現しまし
た。ベッドに敷くクッションは、ときどきいらっしゃる若いママ
の手作り。建物が開いている限り、どなたでも利用できます。

　　秋田交流会が林野庁山村力誘発事業に発展！
3 年間続けてきた秋田交流会も、今年は秋田の常磐ときめき隊
が NPO 法人申請を行い、林野庁山村力誘発事業に発展、NPO
法人コスファも事業参加しました。これから都市山村交流を
もっと深めていきたいですね。

具体的にこんな成果が生まれています！

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）
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2005 年度公益信託世田谷まちづくりファンド

助成事業の中から生まれた活動です！！　　（写真1、 2）

高齢者を対象にした携帯電話教室「シニアケータイ塾」（写真 1）、社会福祉協議会の
紹介による「じょんのび会」（写真2）が元気にCOS下北沢のホールで活動しています。

2006 年10 月 31日～ 11月1日

3 年目を迎えた秋田県立大学短期学部農村活性化プロジェクト！　　（写真 3）

大学、農家のみなさん、地域のみなさんとも顔なじみとなりました。今年は、農産
物以外に、ダチョウの卵も登場！！

2006 年11月 22 日～  23 日

愛媛県上島町 「青いレモンの香りフェア」 開催！　　（写真 4）

美味しいレモン製品や海の幸のほか、下北沢のお店に直接セールスや市場調査する役
場の方々の熱意に感心。COS下北沢ならではの都市と農村との交流が生まれました。

2006 年12 月 9 日～ 10 日

今年も女性の起業メッセ 「わくわくわーくフェスタ」 に参加！

２階に調理室のある火、木曜営業の NPO 法人グループ菜も参加。関連団体の市民バン
ク・東京コミュニティパワーバンク（CPB）も一緒にアピール、出会いの輪を広げました。

200７年 2 月18 日　

世田谷区生涯現役フェア 2007 に参加、コミュニティカフェを開催しました！　　（写真 5）

会場入口で、手作りお菓子とコーヒー・紅茶でおもてなし。参加者多数の会場での
出前の活動アピールは有効！町会長さんなどとお知り合いになることができました。

200７年 3 月 27 日

「いきいきシニア 初心者向けケータイ活用講座」 を開催しました。

昨年度の事業について一昨年から続けてきたケータイ教室のまとめ、最新の 2 画面
携帯モニターを使って、デジタル機器の便利さを実感。新聞にも掲載されました。

200７年 6 月 2 日

ファンド公開審査会 公益信託世田谷まちづくりファンド ・ ネット文庫部門で応募！

まちづくり部門3年目をスキップしてネット文庫部門に挑戦。COS下北沢には、多
方面からの関心が寄せられ、見学者も多数あります。新たな試みで広く現在進行形
のまちづくり拠点の様子をお知らせできればと思います。

200７年 9 月18、 19 日

COS 下北沢誕生 3 周年記念イベントを開催しました！　　（写真 6）

3 周年を記念して、寄せ植え講習会、バザー、音楽会を開催し、大勢の方に祝って
いただきました。なかでも、15～19 世紀初頭に用いられた鍵盤楽器クラヴィコー
トの繊細な演奏はホールから溢れんばかりのお客様を魅了しました。

2006 年 9 月～ 2007 年 9 月

2005 年 8 月 26 日～ 30 日

こすきた祭り with しもきたキッズフェスタ 2005　　（写真1）

COS 下北沢1周年を記念して、各団体で、工夫を凝らした催しを行いました。COS
下北沢のパネル展示や親子で参加できる楽しい企画、マンション管理を考える講座、
楽しみながらパソコンに触れる企画、グループ菜のお弁当を頼んだり、子どもの夏休
みの宿題づくりなど、30近い企画にたくさんの方々が足を運んでくださいました。

2005 年10 月 5 日、 6 日

島づくり人材養成大学研修受け入れ　　（写真 2）

（財）日本離島センターの研修を受け入れました。これをきっかけに、さまざまな試
食会や物産展の開催へとつながります。

2005 年10 月15 日

JCNPO フェア 2005 応募　　（写真 3）

東京青年会議所主催「JCNPOフェア2005」に応募、入賞はなりませんでしたが、
アワード最終選考28 団体に選ばれました。

2005 年10 月 22 日

公益信託世田谷まちづくりファンド中間発表会

「地域ニ－ズに応える」べく COS 下北沢の機能を生かした「高齢者が孤立しないま
ちづくり」「高齢者の介護予防や見守り機能の拠点」を目指しての活動です。

2005 年11月12 日、 13 日

わくわくワークフェスタ参加　　（写真 4）

「女性の働き方見本市 わくわくワーク・フェスタ in 世田谷 2005」に、コスファを
はじめ、グループ菜、ていんかあべるが参加しました。

2005 年11月18 日～ 21日

秋田県立大学短期学部との交流会

今年も交流会を COS 下北沢で開催しました。学生・地域・行政が手を結んでの農
村活性化実践プログラムを引き続き支援します。

2006 年 3 月 25 日、 26 日

COS 下北沢春のフリマ開催　　（写真 5）

定期的な開催を目指す、記念すべき第一回フリマを 1 階ホールで開催しました。古
着、育児グッズなど、掘り出し物がたくさんです。

2006 年 6 月 4 日

公益信託世田谷まちづくりファンド公開審査会　　（写真 6）

昨年度の事業について、ファンドに継続申請を行いました。審査の結果、今年度も
助成金24.3 万円をいただくことができました。

2005 年 9 月～ 2006 年 8 月

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）
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COS下北沢へ寄せられたメッセージ COS下北沢 5年間の記録

　1971年初春、小雪ちらつく日、私は2年間の寮生活を終
え、この下北沢の地に残りの学生生活を送るためにやってま
いりました。名古屋から大都会にやってきて、さらに“シモキ
タ”にご縁ができるなんて、今ふりかえってみてもやはり母
に感謝するばかりです。シモキタ住人になったとはいえ、当
時としてはモダンな寮生活から一転、6 畳一間の木造アパー
ト、銭湯通いの生活になりました。小さな流しで洗面、料理、
洗濯を行い、初めての一人暮らしの寂しさを実感しながら
も、若さのおかげで無事学生生活を終えることができまし
た。世の中は学生運動がまっ盛りから終息に向かうころで、
下北沢は駅前市場こそにぎやかでしたが、少し入ると穏やか
な住宅地でした。
　時は流れ、木造アパートは若者の好みに合わなくなり、
フォークソング「神田川」の時代から豊かな経済の日本へと
変化してきました。そして私は名古屋に居を構えながら、下
北沢との関わりをどうしていこうかと徐々に考えはじめまる
ようになりました。不動産家賃の家業を受け継いでよちよち
歩きをしていた私が、さらに社会福祉法人（高齢者福祉施設
の運営）の責務も担うことになり、思わぬ人生の展開のなか
で、仕事においても夢をもつようになりました。私がつぶや
く夢を聞いてくださり、語りあうことのできる人々との出会
いも生まれ、夢が具体的に実現するようになってきました。
そんな出会いのひとつから、この「COS下北沢」が産まれた
のでした。
　2000年の私のつぶやきから2004年の今日まで、多くの
方々の粘り強いご努力で夢の一歩が実現できました。いよい
よ産まれ落ちた“一歩”が、成長を始める日が始まります。ど
んな人生をこれからCOS下北沢が送ることになるのでしょう
か。これまで関わってくださった方々に心から感謝申しあげ
ますとともに、この建物がさらに多くの方々に育てられ、
NPO法人コスファの活動が次の世代へ継承されていくことを
願ってやみません。

河津恵子（COS下北沢 地主）

私がCOS下北沢に訪れたときは、あみぐるみの展示が一階
ギャラリースペースで行われていました。また、カフェコー
ナーやひと時保育所、パソコン教室やお惣菜屋さんなどが同
居していて、人々の暮らしの多様な断面が自然なかたちで出
会い交わる場づくりが、とてもおもしろいと思いました。時期
によって表情が変わるまちに開いたギャラリーと多様な受け
皿のある暮らし応援集団の地域のいえ。その訪問者や居住人
の相互作用から産まれる次の“何か”にも期待したいです。

浅海 義治（まちづくりセンター所長）

2005
～

2006
COS下北沢を応援していただいている
方々からのメッセージ

200６ COS下北沢をご利用していただいている
方々からのメッセージ

2007
関係者のみなさまからのエール

COS 下北沢に住み始めて以来、住人・オーナーとしての立場から、
この空間の成長を見てきました。この空間は型にはまっておらず、
とても早く変化しているので、日々違う光景を見ることができ、飽
きさせられません。また、生まれたばかりなので、若いエネルギー
に溢れています。仕事から疲れて帰宅しても、そんなエネルギーに
癒される思いがします。なんて贅沢な暮らしなんだろう、ってたま
に自分でも思います。がんばれ COS 下北沢！今後どんな風に成長
していくのか楽しみにしています！   河津 考樹（COS下北沢住人）

まずは、一周年おめでとうございます。河津さんの土地を見事に夢
を実現しつつ地域に役立つよう活用された企画力と実行力に敬意
を表します。私たちの地域にもこうした地域共生の家を実現してい
きたい。そうしたイメージを与えてくれたのが COS 下北沢だと思
います。地域の中に活動が確実に広がっていく様子が感じられます
が、これから「ザワーズ」の真価が問われますね！期待しています！！

伊藤 雅春（玉川まちづくりハウス運営委員長）

1 周年を迎えるということですが、地域に密着した、笑顔と安心が
あふれる活動の場としてますます発展されることを心より願ってい
ます。また、世田谷区社会福祉協議会も「住み慣れたまちでいつま
でも住み続けたいと思える」地域づくりを「COS下北沢をつくる会」
をはじめ多くの皆様とともに推進していきたいと考えています。

松野 美香（世田谷区社会福祉協議会）

オープンから1周年、長い道のりを佐藤理事長以下スタッフの方々
の熱い思いが活動を支え、地域コミュニティとして次第に定着して
きたことを頼もしく思っております。ご近所なのでキッズルームへ
向かう親子を見かけたり、「スペーススプラウト」への道を尋ねられ
たり、ホールの和やかな集いを目にすることもあります。このぬく
もりに満ちた施設がより多くの方々に利用され、街の顔になります
よう願っています。     大野 敬子（身近な街づくり推進協議会委員）

自分たちの住む地域を、豊かで暮らしやすい町にするためにと作ら
れた COS 下北沢がスタートして一年をむかえます。木のぬくもり
を感じる開放的な室内は地域の方々の憩いの場所を提供し、みんな
が集いたくなる空間です。その延長として地域貢献型施設 COS ち
とふなが誕生します。私達 NPO・世田谷ゆりの木も多目的室を通
じて地域の皆様のふれあいの場になればと考えています。　　　　

小山 みね子（NPO・世田谷ゆりの木）

COS 下北沢関係者の方々、1 周年おめでとうございます！5 月か
ら会場をお借りして、産後女性のためのエクササイズ教室を開かせ
ていただいてます。COS のような地域に根ざした場所＆活動が子
育て支援に最も必要だと思います。今後も地域で安心して子育て
ができるよう応援させてください。      吉田 紫磨子（マドレボニータ）

最近はすっかりグループ「菜」さんのお弁当のお世話になって
おります。展示スペースでの様々な表現も楽しみです。ますま
す通って楽しい施設にしてください。期待しています。

小野 由理（男女共同参画センター「らぷらす」）

早いもので COS 下北沢が完成して一年。私は名古屋にいます
が、COS 下北沢が活用されていること、遠く離れていても実
感できます。たまたま訪れた日には、秋田県の大学生が参加さ
れたイベントに遭遇、下北沢で秋田と出会うことに不思議な気
がしました。また、ある日は仕事の途中に立ち寄り、にぎやか
な幼児の声を聞きました。間接的ながら、私にも保育のお手伝
いができていることにうれしくなりました。さらに先日は娘が
初めて訪れた際、開催されていた写真展で、以前我が家にいた
猫とそっくりの白猫の写真を購入しました。我が家の猫は残念
ながら交通事故で亡くなりましたが、こんなにも似た猫が東京
に暮らしていることを下北沢で知るなんて…と、私には幸運な
出会いが続いているのです。　　河津 恵子（COS下北沢地主）

COS 下北沢を訪れたのはちょうど 1 年前、一周年記念イベン
トのときでした。その後「島づくり人材養成大学」研修の一環
として視察交流を行い、これをきっかけに離島と下北沢を結ぶ
プロジェクトが誕生します。以降、島の特産品試食＆交流会を
数度にわたり重ねることができ、本当に感謝しています。みな
さんのご活躍を遠く札幌から応援しています！

（北海道探検マガジン 辻野考輔さん）

佐藤さんからご相談いただき、毎週火曜に COS 下北沢で開催
している小さな携帯電話教室のお手伝いをしています。集まっ
てくださったのは 60～ 70 代の素敵な女性たち。最初はこわ
ごわでしたが、熱心に取り組んだかいもあって 2ヶ月後には簡
単なメールのやりとりができるように。無理せず、あせらず、
最新情報技術を習得していきましょう。

（シニアケータイ教室講師 近藤則子さん）

社会福祉協議会の紹介で、4月からCOS下北沢のホールを月・金の週
2 回利用しています。「じょんのび」は、新潟の方言で「ゆったり、のん
びり」という意味。2002 年から認知症予防の活動をしてきましたが、
会場に困っていました。旅行の計画・実施、軽体操など、今後も楽しく
続けて行きたいと思っています。         （じょんのび会 松本和子さん）

私達3人はBabuさんで毎週日曜に手作りケーキをお出ししていま
す。きっかけは菓子教室の修了試験のため菜さんのキッチンをお借
りしていたこと。手作りの特権はケーキの鮮度。ケーキ屋さんのよ
うに多種なケーキはご用意できないけれど、安心して食べられる安
全なケーキでみなさんをお待ちしています。　　  （諸星陽子さん）

7 月末に菜さんのキッチンをお借りしました。私自身が夫のイギリ
ス駐在時に言葉で苦労した経験から、日本在住の外国人向けに英語
で楽しめるカルチャースクールを立ち上げようと準備をしていま
す。料理教室やフラワーアレンジメント、陶芸、日本語教室などの
会場としてCOS下北沢には期待しています。　  　（加藤久子さん）

展示と教室にホールを利用させていただきましたが、上からの
柔らかい光が展示にいい雰囲気を出してくれました。その展示
の下でテーブルを出しての教室は生徒さんからも好評でした。
このような木の温かい雰囲気の中で展示や教室をできる場所
はなかなかないので、これからも利用したいです。　　　　　

(ハトマメギャラリー 岩田靖子さん）

レッスンをCOS下北沢1 階フロアで始めてから6ヶ月。近くにお
住まいの生徒の方々から「近くて助かります」と言われます。木造
のステキなデザインの建物がフラワーアレンジした花々にもよく合
い、アットホームな記録写真ができます。もう少し広さがあるとゆっ
たりレッスンできるかしらと思っています。    

（フラワーデザインルームほりえ 堀江喜代子さん）

3 周年おめでとうございます。この 3 年間、COS 下北沢を利用させて
頂きました。「初めてのパソコン」「初めてのインターネット＆メール」
パソコン教室・眉メイク講座・メイクアップ講座・2 年連続のクラヴィ
コード演奏会などを地域活動の場として、地域と触れ合う場として利
用させて頂き、COS 下北沢を利用する方達との交流会にも参加しまし
た。もっともっと地元の方々に利用・参加して頂ける場となれば素晴ら
しいと考えます。（23 区南生活クラブ生協・下北沢ちいき　望月美喜子さん）

都市と農村の交流は双方にとって必要だと思われます。でも、秋田県の
農村に暮らす我々にとって、都市住民とつき合うことはかなり戸惑いが
ありました。縁あって交流させていただいたおかげで、ともすれば閉じ
こもりがちな心を開かせいただきました。双方の良さを活かした地域づ
くりをしたいと思います。（秋田県能代市 常磐ときめき隊　佐々木松夫さん）

私たちじょんのび会（認知症予防プログラム終了自立グループ）は
COS下北沢にお世話になって1年6ヶ月になります。駅から遠くなく、
便利な場所で助かります。月曜日は旅行の計画実施、金曜日は体操と
週2回利用させていただいております。木造建築で明るく、静かなとこ
ろで、みんなで和気藹々楽しく過ごさせていただいています。今後とも
宜しくお願いします。　　　　　　　　（じょんのび会　市原君子さん）

下北沢には時々ぶらりと立ち寄ることがあります。このあいだは、高齢
の女性が数人、音楽に乗ってゆったりと体操を楽しんでおられました。
こんなふうに「COS下北沢」は地域に根付いているんだなあ、オーナー
の方がご覧になったら嬉しいだろうな、と思いました。年に一度、各地
の生活クラブの仲間と楽しい会をしています。今年は「COS 下北沢」
を訪問し「地域の資源を生かす人材が豊か。こんな場所があちこちにほ
しいね」という感想を聞きました。「COS 下北沢」は生活クラブ運動を
広げるすてきなヒントになりますね。こんどは「東京 CPB」と一緒に、
まちをもっと面白くする「なにか」にチャレンジしてみませんか。

（東京CPB（コミュニティパワーバンク）理事長　坪井眞里さん）
 

この土地にCOS下北沢を建設し、

貸してくださる河津恵子さんからも

熱いエールを送っていただきました！
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1． COS 下北沢の場と活動の印象

　外部の遊歩者からスペースをみると、なにもない広場ス
ペースに入るのはためらわれる。しかも、他のスペースが目
的をもっている以上、その目的外ではいるのもためらわれる。
何をしているところなのか判然としない。キッズルームや２
階にいたっては考えもおよばない。まして、建物全体が、あ
る特段の理念をもとに、構想され､建設され､団体が結集し、
運営されているなど、知る由もない。それでいいのだろうか。
この奇妙な｢排他性｣は、重要である。

　集っている団体にはそれぞれの活動目的があり、事業性・
採算性がたえず問われている。その事業サービスが「地域住
民の生活なるもの」をささえることが、｢地域に溶け込む｣こと
になる、と考えられている。
　各団体は、団体としては NPO コスファに加入していない
（その団体の主要メンバーが個人として NPOコスファに加入
している）。各団体は、NPO コスファとスペースの転貸借契
約関係をむすんでいる。にもかかわらず、そのNPOコスファ
を含めて、６団体のスペースの集合体として、COS 下北沢
の建物がある。ここには、｢COS 下北沢をつくる会｣がそのま
ま保存されている。NPOコスファは特異な位置にある

　「COS下北沢」は建物の呼称である。しかし同時に、それは、
「協同して活動する空間」を意味している。たしかに、各団体

はそれぞれがメンバーの協同活動の場である。しかし、同一
の（とおもわれる）建物をともに使用している団体相互の協
同活動はどうなっているのか。
　建物の共用空間は､判然としない。ただ、「まちづくり広場
ザワーズ（they and ours?!）」がある。NPO コスファが、
その広場の多様な活用を地域にひらいているだけである。地
域の住民はそれを知っているのだろうか。

2． 現代的コモンズとまちづくり

　なぜ､現代的コモンズに注目するのか。おおくのまちづくり
活動は、地権者の同意がえられずに、活動の拠点、現場をも
てないでいる。行政の支援もない。民間の支援もない。歴史
的コモンズの持続すらあやうい。コモンズを獲得することは
困難な試練であり、果敢な試みである。

●コモンズ使用をめぐる協議とルール形成が、社会関係資本
　を形成する。
●そのコモンズの使用実践がまちづくり活動の持続性と交差
　性を担保する。
●コモンズそのものが、現代社会の土地 / 建物の私的所有を
　相対化する使用形態である。
●コモンズは、まちの公共空間に多様な活動を復活させる。

　都市計画は一様にコモンズを排除する。しかし、都市空間

の実際の使用法には実に多彩なコモンズ的実践が展開する。
コモンズは、それゆえ、ヴァルネラブルである。公共空間では、
サイト・スペシフィックな使用実践がみかれる。これらは、
都市住民の自由な｢横領的実践｣である。
　こうした現代的なコモンズ、中間的なものを現在の都市法
の体制は捕捉し始めた。その際たる例は｢東京のしゃれた街
並みづくり推進条例｣である。

3． COS 下北沢は、 現代的コモンズなのだろうか

　COS 構想そのものは、地権者の｢贈与｣にふさわしいとお
もわれる。その贈与された空間全体で「協同して働く」こと
の社会的な成果として、地域住人が｢協同して活動する｣よう
になることが重要である。
　ここで、建物の｢奇妙な排他性｣が活用されるべきだ。同志
的な結社、まちづくりの隠里、特異なクラブ財、こうしたコ
ンセプトこそ、まさに今日の表社会一般から隔離され、排除
されたものである。だから、遊歩者が安易にのぞきこまない
ことは、COS 下北沢の情報のハンドリングには、かっこうの
条件である。
　逆に、「奇妙な排他性」は、COS 下北沢の情報戦略によっ
ては、地域のまだ見ぬ友人たちを結集させる契機でもある。
既存の町内会 / 自治会のおくふかく眠っているとおもわれる
奇妙な論理と合い通じるようにおもわれる。（町内会／自治会
は、どうやら､社会契約論的な代表民主制の論理とは異質な
閉面を抱え込んでいるのではないか）

１）組織単位としての班にあって、共有財の管理／運営をめ         
ぐって発生するさまざまな任務を明確にし｢輪番制｣に
そって｢分担｣することが､原基的な組織原理であること。
（ルール）

２）分担されたワークが、成員の協働過程で成員相互を結節
させ、｢親睦｣・「友愛」を蓄積すること。（ロール）

３）これら分担・協働の過程では、さまざまなかたちで｢相互
調整｣が成員間におこなわれ、班という単位が設定されて
いること。（ツール）

　COS 下北沢の空間自体が、そこに集まってきてくれた地
域住民をふくめたあたらしい「つくる会」によって、幾度と
なく、つくりなおされねばならないのではないか。すくなく
とも、そのメカニズムは必要におもえる。

補 遺

　COS 下北沢の空間は、たしかにふつうの家の相貌をもっ
ているかもしれないが、それだけに、外部の他者にその用途
が判然としない。そのこと自体、この空間が既存の建物空間
からはずれており、エレガントな佇まいにもかかわらず、周
縁的なものである。さらに、この空間では、事業が展開する。
しかも、この事業はできれば地域づくりに貢献したいという
思いが、参加事業者に共有されている。すくなくとも結集理
念としては、COS 憲章にそう謳われている。だが、この地域
作り志向型事業のまちづくりは、民間ベースでは、マイナー
なものである。
　「まちづくり」という言葉は、地方分権の動向とともに、行
政によって喧伝されてはいるが、その市民社会の実態として
は、「まちづくり実践・活動」は稀少であり、「まちづくり動向」
自体は、時代の最先端、突端に位置している。そのいみで、
きわめて予兆､あるいは､先駆けとしての実験性をおびている。
　これら３つの様相が、COS下北沢そのものを「周縁」に押
し込めている。その意味で、COS下北沢は｢排除｣されている。
それゆえ、COS下北沢の「奇妙な排他性」は、きわめて順当
にも、こんにちの市民社会にたいする｢逆襲｣である。いわば、
まちづくりの動向そのものの物象化こそ、COS 下北沢の建
物であり、その「空間への入りがたさ」は、まさに、「まちづ
くりにたいする参入しがたさ」の表われとも言えるのではな
いか。
　それゆえ、ここを突破する契機として、｢事業｣が位置づけら
れねばならない。「空間のまちづくりのある限界」（横山裕幸
氏の発言）を突破する契機こそ、たとえば、食（コミュニティ
カフェ）・アート・福祉などの事業性の導入ではないか。
　おもえば、復興まちづくり協議会がその存続をかけるとき、
さまざまな事業性を模索し、｢スポット創生事業｣などを神戸
市が「コモンズ」のツールとして用意したのは、この｢空間の
まちづくりの限界｣の問題に突きあたっていたからではない
か。それは、けっして「ロストフィールド状態におちいった」
などとはいうべきではなく、むしろ、当時の市民社会の水準
とレジームのもとでは当然の帰結であり、「ロストフィールド
状態」を強いられたといえよう。他方、震災神戸で、NPOが
事業性をひたすら追求して、なんとか持続しようとしてきた
のは､そもそも、NPOが事業を自明とするからであった。
　その動向をうけながら、ここに、「まちづくりと事業
（NPO）の結合」という未曽有の試み、実験がはじまったと
いえる。おそらく、これを乗り切っているのは、野田北など､
僅かな地区に限られるのではないか。ぎゃくに、NPO から
出発してまちづくりに至った事例はあるのだろうか。ここに、
COS下北沢の「あたらしさ」が賭けられているのではないか。

COS下北沢3年間を検証する ～外部の視点から～ COS下北沢 5年間の記録

たくさんの方々のご支援で建設にこぎつけた COS 下北沢も、昨年夏 3 周年を迎えることが出来ま
した。ご自分の土地・建物が何らかの形で社会に貢献出来る利用形態を強く望まれたオーナーの想
いと事業者の夢を、地域にお住まいのみなさんと一緒に大きく育てるといったCOS下北沢の試みは、
多方面からの関心が寄せられ、見学者も多く、「見学者の問いはすなわち運営メンバーの問い」でも
ありました。そこで、3 年目の節目に際し下記のように、この間の私たちの活動を振り返り改めて、
地域に根ざす活動の場をめざすこのＣＯＳ下北沢の意味や意義を東京経済大学の森反章夫先生をお
招きして、社会学的に検証することといたしました。

講　演：「新しい住まい・場づくりの意義を考える―ＣＯＳ下北沢の事例から」
講　師：森反（もりたん）章夫教授（東京経済大学現代社会学部）
日　時：平成20年2月13日（水）　18：30～21：00
場　所：下北沢タウンホール11階らぷらす第3研修室

「ＣＯＳ下北沢」をめぐる「社会学者」のひとつ所感　　森反 章夫
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■ＮＰＯ法人設立時のとまどいと資金集め

　ＮＰＯ法人 COSFA の場合は、法人としてひとつの目的を

持って立ち上げる通常の取組のあり方と根本的に異なってい

る。建物の一括借り上げがオーナーの賃貸条件だったため、

法人取得は各事業者にとって、事業を成立させるためのいわ

ば要件であり、自主事業で精一杯の事業体にとっては取らな

いで済むものであれば余計な仕事を増やしたくない、という

のが本当のところだったのではないか？

　さらにそれぞれの事業内容の性格からも、法人取得に向か

う思いはさまざまだったようである。ただし、なんらかの法

人を作る必要があるとなれば、異業種ではあるが向かってい

るまなざしの方向を揃えられるか、その共通項の中身をどれ

だけ濃いものにできるかが問われることになる。

　建設費の２割に当たる１０００万円を集める見通しについ

ては、地域での活動が蓄積されている事業者とそうでないも

の、あるいは事業の内容によって大きく見解が分かれた。何

とか、集められるのではと考えた事業者は、これ以前にも額

の多寡はあれ、同じような活動を通して計画を実現した経験

者が多かった。

■ＮＰＯ法人COSFAとしての事業の拡がりについて

　COSFA は設立当初の経緯から、ひとつの目的のために何

かをする、ということには多くの手間がかかる。ただしそれ

ぞれの事業を継続すること自体がまず、COSFA の目的のひ

とつであるともいえる。今後はこれに加えて、多・異業種だ

からこその新しい価値を創り出せるかが問われている。３年

を経て、大規模ではないにしろ、少しずつ事業者間の連携や

協力の積み重ねや、それぞれが概ね事業の様子が見えてきた

こと、新しい入居者の COSFA への評価やかかわりも刺激に

なりながら、すこしずつ無理なく進んでいきたい。

　また、事業を採算ベースに乗せるのが厳しい現実の中で、

それぞれの事業のミッションとCOSFAのミッションを再度、

重ね合わせて見る必要がある。事業形態とミッションのミス

マッチはないだろうか。外部検証の『地域づくりに貢献した

いという思いが、参加事業者に共有されている。すくなくと

も結集理念としては、COS 憲章にそう謳われている。だが、

この地域作り志向型事業のまちづくりは、民間ベースでは、

マイナーなものである。』この言葉に責任を持っていくことは

重い課題だ。

■カフェの議論をとおして各事業体のCOSFAへの

かかわりかたを再考する

　２００７年１２月で COSFA のカフェ＝ＢａＢｕ（バブー）

が撤退した。他の事業者と異なって、カフェスペースは共用

ホールに開かれているため、ホールのイベントや使い方に影

響される。それぞれは独自な経営が可能であるのに対し、こ

のカフェだけはその形が難しかった。この空間の性格を読み

きれなかったこと、COSFA としてのカフェはどのようにあ

るべきか？の検討が足りなかったことが大きな原因である。

事業者それぞれが、他の事業者に対してどこまでの想像力を

持てるか？理解する努力をどれだけできるかが、協働する事

業の可能性を左右する。

　また、外部検証で話された組織単位。ここでは、NPO 法

人 COSFA におけるルール・ロール・ツールを自分たちで再

確認をする必要がある。建設と事業という誰が見ても魅力的

且つ課題盛りだくさんのプロジェクトが進行する中で、この

部分は表面的な議論で終っていたのではないか。イメージ仕

切れなかったというほうが正しく、これからの課題だ。

■ＣＯＳＦＡの活動の原動力

　コスファの全体会は月１回開かれている。２００２年から

始まり、２００８年３月で９１回を数える。このほかＮＰＯ

法人の理事会が２１回にのぼる。この会合に先立ち、レジュ

メ送付、会合後は会議録送付と当番制できちんと行われてい

る。最近は事務局であるまちづくり広場ザワーズが多い。始

めた頃から比べると、会合は当然のように月１回になり、議

事進行もスムーズになり、発言者がいるときはおしゃべりを

しないように変わってきた。激しい議論があっても、相手の

言い分は尊重する、理解しようと努力する姿勢からコスファ

を担う当事者感覚が備わってきたことを実感する。

■これから立ち上げたい人たちに向けて

　人はそれぞれ違う、ということが大前提。ＣＯＳＦＡでもは

じめから全員同意見ということはめったにない。重要なのは

自分と異なる意見を持つ人は、なぜそのような意見を持つの

か？を理解するような機会（会合）を持つことが必要だと思

う。そのなかから、新しい知恵が生まれてくることが多い。

忍耐強くあせらず時間をかけることも解決につながる場合が

あると思う。

■これまでの成果を今後に生かすために

　コスファ全体の成果としてはまず２団体の退去はあったも

のの、しっかりオーナーとの約束を遂行できたことである。

また地域の方々の活動拠点として周知されたこと、さらにそ

の拡がりを毎年増していることである。そのうえで、多事業

者の強みを活かして、地域ばかりではなく建物内の連携・共

生のより強固なものにしていくことが課題であろう。ｌ

　外部検証にある、『COS 下北沢の空間自体が、そこに集まっ

てきてくれた地域住民をふくめたあたらしい「つくる会」に

よって、幾度となく、つくりなおされねばならないのではな

いか。すくなくとも、そのメカニズムは必要におもえる。』と

いう提言を生かしていきたい。

COS下北沢3年間を検証する ～内部の視点から～ COS下北沢 5年間の記録

前ページでは、社会学的見地から、いわば外部から「COS下北沢」を検証していただきました。では、
当事者として、内部からの検証は？　ネット文庫という格好の機会に、関わったメンバー全員（入居
団体及その他）で試みる必要があったのですが、実現できませんでした。そこで今回は、コーディネー
ターとしてNPO法人COSFAの経緯を熟知し、現在も参加団体の一員でありつつ、今や世田谷区の「地
域共生のいえ」の先駆的事例として注目を浴びる「COS 下北沢」も意識、更にオーナーの視点も忘れ
ず発言しつづけるNPO法人SAHSの井上文さん、NPO法人COSFA設立時理事長佐藤里子さん、現
理事長長谷川佳寿子さんと座談会を行い、「COS 下北沢のいままで・これから」を検証し、次の項目
にまとめました。20 年間継続して営業し続ける COS 下北沢、今後も節目節目に検証することになる
と思いますが、初回・3年目としては、現状の課題に集中しがちなのも、無理からぬことではありました。

（2008年2月22日（金）19：00～21：00　＠北沢タウンホール「らぷらす」にて）
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利用の手引き COS下北沢 5年間の記録

COS下北沢
〒155-0031　世田谷区北沢2-39-6
京王井の頭線下北沢駅西口から徒歩4分
小田急線下北沢駅北口から徒歩5分
TEL：03-3481-5340 （NPO法人コスファCOSFA）
E-mail：cosfa@yx.main.jp
http://cosfa.main.jp/

お使いいただける備品
丸テーブル：４台
イス：2５脚
組立式簡易テーブル（45㎝×180㎝）：２台
ファックス・コピー・パソコン
（コピー、パソコン出力は一枚１０円）
湯沸かし器、急須、湯飲み（事前申し込み）
※茶葉はご用意下さい

お申し込み方法
COS下北沢受付にて申し込みをお願いします。
スケジュール等を確認して、１週間程度でご利用いただける
かをご連絡いたします。
COS 下北沢活動スケジュールの都合により、ご希望に添え
ない場合もあります。　

ご利用できる方について
①COS下北沢関係者の紹介
②運営団体である特定非営利活動法人コスファ COSFA の
趣旨に賛同される個人・団体。
（利用申し込みの際に活動内容他お伺いし、貸し出しをお断
りする事もあります）

ご利用目的について
ワークショップ、勉強会、打ち合わせ、懇談会・地域のサロ
ンなど、地域活動に関わることを歓迎します。
※営利目的の販売や、商品の宣伝・商談、宗教の布教活動は
お断りいたします。

会員を募集しています！

　大勢の方々にCOS下北沢を応援していただき、「地域
の元気を育てる」発信基地を一層充実させていきたいと
考えています。ホール利用のメリットをいかして、賛助会
員になってくださる方が多くなってきています。COS下北
沢の活動には、各種助成金もいただいていますが、活動
が多岐にわたればわたるほど、諸経費もより必要になって
きます。会員登録、ご寄付は常時受け付けていますので、
ご協力をぜひともよろしくお願いします。
（年度後半ご加入の場合は会費は半額となります）

　会員（個人・団体）  年会費 10,000円
　賛助会員（個人・団体）  年会費　5,000円
　協力会員（個人）  年会費　2,000円

【郵便振替口座】
00110-0-579830　名義COS下北沢をつくる会

【銀行口座】
三菱東京UFJ銀行 成城学園駅前支店 千歳船橋出張所
普通預金　4521273
名義　特定非営利活動法人コスファCOSFA



おわりに
　新事業の立ち上げには夢を描ける人が必要です。それがオーナーの河津さんで
あり、それを繋いだ NPO　SAHS そしてそれに応えた好奇心旺盛な数名の女性が
COS下北沢の礎を築きました。
　６事業団体の一つに所属する私が輪番制の理事長を担わせていただいて 1 年半
経ちますが、開設当初自らの事業を営みながら COSFA の地域活動とどう連動さ
せるのか確固たるイメージを描く前にどの事業所も躯体の建設基金に加えて内装、
備品等費用を掛けただけにまず「事業の赤字は出したくない」と言う気持ちのほ
うが強かったのではないでしょうか。
　そのような状況の中で入居団体のひとつ、NPO まちづくり広場ザワーズが地域
活動を組み立て、実践の担い手として COS 下北沢を牽引してきた功績は大であっ
たと思います。
　
　2 月 13 日 COS 下北沢 3 周年記念シンポジュムを開催し、東京経済大学講師、
森反章雄さん、景観市民ネット事務局長、井上赫郎さんをお招きして外から見た
COS下北沢を社会的に検証していただきました。
　建物の外観から受ける「奇妙な排他性」、そして異業種が協同して働き、さらに
地域住民を結集させるまちづくりの隠里、まさに今日の表社会一般から排除され
たピュアな存在である。しかしその存在価値は大きくセルフガヴァナンスの場所
として公共圏への拡がりを期待する。要約するとこのような内容でした。
　今、私達の直近の課題は都合で撤退された COS 下北沢の顔とも言える場所に位
置するカフェを再開することです。親睦、知恵が蓄積出来るカフェ、新たな活動
が組み立てられるカフェを目指します。
　そして長い目で見た時各事業体の継続、発展は欠かせません。事業内容は異な
りますが相乗効果をあげることはまだまだ有ると考えております。そしてコスファ
を構成するメンバーは地域（ご近所　遠く離れた農漁村 ) を問わず、個人、自治体、
NPO や市民活動団体へ働きかけ交流の場としてだけではなく、社会問題（環境、
子育て、高齢者、食の安全）にも係わっていくことができたらと考えています。
その度に全体会は激論を交わすことになるでしょう。

　コスファの活動に終わりは有りません。コスファ憲章の理念を遵守しつつ、人
は交代し次世代へ引き継いでいけることを願って止みません。

特定非営利法人コスファ　ＣＯＳＦＡ
理事長　長谷川佳寿子

夢を持ち寄る～夢を形にする～夢が夢を呼ぶ！

COS下北沢 5 年間の記録
発行日＝2008 年４月 1日

編集＋発行＝特定非営利活動法人コスファCOSFA
〒155-0031 世田谷区北沢 2-39-6  COS下北沢

TEL＆FAX：03-3481-5340　E-mail：cosfa@yx.main.jp
URL：http://cosfa.main.jp/

編集協力＝まちづくり支援工房 世田谷社
E-mail：info@setagaya-sya.org

URL：http://www.setagaya-sya.org/
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