
畑、手仕事、おうちカフェ。ずっと暮らせる国際村。

ウェル洋光台のアーバン・パーマカルチャー

ウェル洋光台の大家

戸谷浩隆

2020年版



メディア掲載・講演歴

１万シェア



ウェル洋光台ってどんなところ？
大地は一人ひとりの必要を満たすだけのものを与えてくれる

ーMahatma Gandhi



ウェル洋光台の概略

• JR洋光台駅徒歩４分
• 1971年築の元女子寮。鉄筋3階建
• 2006年開業の老舗シェアハウス
• 26世帯。３５-４０人前後が居住
• サービス・ゼロ方式の運営
• 常に次世代をハウスメイトに迎えつつ、多世代に開かれた場を周辺へ広げる

• 女性６割、外国人２−３割
• 平均年齢31歳、家族・カップル多数
• 子供たち、犬や鶏、虫たち…
• 平均居住期間４年前後、短期歓迎
• 無職歓迎（多様な年収）

〜



子供が暮らす
大型シェアハウスです。
2006年開業。
2013年より多世代化。



ウェル洋光台と大家

• ０６年冬開業
– 現大家夫婦、ハウスで出会う

• ０７年人気のシェアハウスに
– コンセプト・シェアハウスのはしり

• ０９年いまだ人気は衰えず
– 現大家夫婦は結婚し、ハウスを卒業

• １２年入居率が3割を切る
– 庭・外装リニューアルするも改善せず

• １３年運営企画を一任される
– ボランティア管理人として出戻り
– 多世代化。キッチン・リニューアル

• １５年ハウスを一棟借りして大家に
– この頃、現在の運営方針が確立

大家夫婦は共に
ウェル洋光台の初期住人

大手電機メーカ勤務の
シェアハウスが大好きな夫と、
仕方なくついてきた

手仕事好きの妻のコンビ



Our star(ng point

トランジションタウン

僕たちには、お金や資源に頼らずに

ずっと幸せに暮らしていける豊かな未来が待っている。

豊かな暮らし手になろう。

本当の知恵と希望を育もう。

共に生きるために。



アーバン・パーマカルチャー

私たちはパーマカルチャーを、

福音をはじめとする古来の知恵に照らし…
ありのままを活かしあうこと（Fair Share）、
人を知り、人らしく在ること（People Care）、
世界の恵みに耳を澄ますこと（Earth Care）で、
結果、人本来の豊かで幸福な暮らしと持続可能な社会文化が

自然に実現される風土のデザイン体系であると捉えます。

Our philosophy

⇆
Appropriate 
Technology

Nature
Observa=on



ありのままを活かしあう

Fair Share

ありのままでいることがあなたの持分(Share)
多様性：ありのままでいれるだけ、他の人のありのままを受け入れられる。

自己を信頼し、勇気を持って共にありのままへ。



ありのままを活かしあう

「常識がある」と

思うこと自体が非常識なんだよ。

ここでの暮らしの中ではね。



ありのままを活かしあう

ありのままが、抱える問題ごとや

迷惑ごとは、誰のせいでもないし、

失敗できることが恵みじゃないかな。



ありのままを活かしあう

「困る」から「困ったね」へ。

「困ったね」はみんなの大好物。

「困ったね、また話そうか」



ありのままを活かしあう

ウェル洋光台は「いつでも問題だらけ」

• 良い家族は問題に囲まれている（見えている）。

問題に囲まれて暮らしたかったんだなって

気がついたんだ。

ウェル洋光台は

いつでも「問題だらけ」



ありのままを活かしあう

どんなに「仕組み」を磨いても、矛盾は
無くならないだろう。

他人事でない関係性（愛と親切）が
矛盾を乗り越える力を与える



ありのままを活かしあう

みんなで楽しく取り組んだ

ペンキ塗り。



ありのままを活かしあう

全面改修で

３ヶ月使えなかったキッチン。

カセットコンロで乗り切った。



ありのままを活かしあう

住人による床のオイル入れ

家具の買い付け

いつでも「大問題」の
ウェルの仕組みと
みんなが贈ってくれた

Do It Yourself



ありのままを活かしあう

愛することは、「ともに弱くされる」こと。

そして、創意工夫に満ちること。



ありのままを活かしあう

あなたが誰かに求めたものは、

他の誰かが満たしてくれるかも

しれないよ。



ありのままを活かしあう

よかったよかった。

ハウスに馴染んだ

みたいだね。



ありのままを活かしあう

迷惑は、かけあおう。

「ちょっとアホ」が

愛らしい。

発達はオーガニックに。

ゆっくり、育ちますように。



人を知り、人らしく在る

理念を超えて、人にとって自然な生き方を尊重する
自由：大切な貢献は計れない。平等よりも、物事をよくできる自由と、

ひとりひとりの居場所感を育もう。

People Care

人の7〜8万年の生き方（狩猟採集）は…家族で構成する３０〜４０人の群れ。
上下なし。歌・踊り ・贈りあい好き。文字なし。お金なし。決めない(対話方式)。



人を知り、人らしく在る

創世記引用元 口語訳創世記２：１７ 絵画引用元：エデンの園と人間の堕落（ルーベンス、ヤン・ブリューゲル）

善悪を知る木からは取って食べて
はならない。それを取って食べると、
きっと死ぬであろう ー創世記

インディアンに文字はいらない。まこと
を伝える言葉は、ハートの奥深くまで
沈んで、そこにとどまる。ー作者不詳



ジレンマ：

人は理念がなければ、暗黙的に縛りあって行っ
てしまう。しかし、理念もまた人を縛ってしまう。

理念ではなく、「人らしさ」にハウスを委ねる。
人らしい風土ならば、自然に存続し育まれるであろう。

人を知り、人らしく在る

２０１５年に発見



ジレンマ：

人らしい自由なつながり方のハウスを維持する
ための運営スタッフチームが自由ではない。

サービスは０にする。
成り立たせたいものが集まったらなりたつだけとする。
よって、運営スタッフチームは解散する。

人を知り、人らしく在る

２０１５年に発見



人を知り、人らしく在る

よく共感しあって、
自由にやってみる。

無理がなければ、
ずっと暮らせる。



人を知り、人らしく在る

決めなくなったら、
全体会議もいらなくなった。

自分がやると言ったことにも縛られない。
問題を「みんなのルール」で解決しない。
「XXXしてください」は気持ちの話として受け取める。
「ルール」を「気まぐれ取扱説明書」に。



人を知り、人らしく在る

当番なし。組織・役割なし。
サービスなし。

立場は違えど、上下なし。



人を知り、人らしく在る

模様替えする自由もあれば、
いつのまにかマルシェをする自由も、
元に戻す自由もある。

Wikipedia方式のインテリアコーディネート。



人を知り、人らしく在る

古さを大切に歴史を刻んできた家。
整理整頓されていて清潔に保たれてきた家。
安らぎと豊かさが漂う カフェなひと時がある家。
汽笛の聞こえる横浜、山手の丘の上。
古びた日本好きの北欧料理家の家。

ほっこり暮らしのインテリア。
奏であう共同デザイン。



人を知り、人らしく在る

バカなことが一番楽しい。

予告なしが面白い。

やりたい人がやりたい時に

やりたいことを。



人を知り、人らしく在る

「どこまで許されるか」なんて人それぞれ。
それぞれの「特別さ」を受け入れあおう。



人を知り、人らしく在る

全部FREEです。ご自由にどうぞ。

FREEなお金もありますよ。



人を知り、人らしく在る

持ちよれば、溢れる

分かちあえば、贈りあえる

今日も世界の恵みに
感謝して「いただきます」。



世界の恵みに耳を澄ます

Earth Care

世界の恵みを信頼し耳を澄まして大切に受けとる
信頼：距離の遠い人に同調はできなくとも共感はできる。
この世界や「他者」を信頼し、耳を澄まそう。



世界の恵みに耳を澄ます

狩猟採集民が自然を扱うように、
ハウスのことも扱ってみよう。

過去があって今があり、そして、未来がある。
きままにやさしくいみなくうつくしく、在ろうとしている
この世界、この場所、そして私たちの人生。

私たちに、どうあってほしいと願っているのだろうか？



世界の恵みに耳を澄ます

きままにやさしくいみなくうつくしくいきること。
それが、命あるものの本来の居場所なんだよ。

自分自身を人生に受け渡し、人生が進む方向のまま進んでい
くと、本当に人生が簡単になるんです。ーフレディック・ラルー



世界の恵みに耳を澄ます

私たちが心を鎮め、耳を澄ませて対話する時、

口から真実の言葉が語られ、話されたことが、七世代後
の子孫たちに良い結果をもたらすように祈ります

ーネイティブアメリカンの火守の祈りより



世界の恵みに耳を澄ます

意見の遠い人にこそ、共感しようとすることが
私たちの調和を紡いでいく。

あなたが苦手な人にこそ、配慮をするように、
あなたを苦手な人こそ、あなたのことを配慮しているよ。
本人に話せないなら、同調しないでくれる人に話そう。
共感しても同調しない聴き方を。
うわさ話は、その人の印象だと心にとめよう。
その人のことは、その人自身から、聴いてみよう。
意見や気持ちの奥にある本来の願いや想いを聴いてみよう。
諦めた心の奥にとても困っている心があったり、
深い絶望の奥に深い希望があったりしないだろうか。
あなたが伝えたい事は、すでにその人が気づいていないだろうか。



世界の恵みに耳を澄ます

自分がいかに成しているかでなく、
自分がいかに成せていないかに、
意識が向くほど、世界の恵みに目が開かれる。
無理な自信が失われ、そこに安心が満たされる。

ありのままのあなたは、ずっと前から知られて、
受け入れられていたんだよ。



世界の恵みに耳を澄ます

あなたが大切にされているのは、
ただあなたがこの場所に、
居場所を見いだそうとしているから、
生きようとしているからなんだよ。



世界の恵みに耳を澄ます

共に困ることは生きることそのもの。

人のために、喜んで時間やお金を使えることが
本当の豊かさなんじゃないかな。



世界の恵みに耳を澄ます

お金の余る暮らしのデザイン

家電・水まわり８割OFF。
水光熱費５割OFF。
充実の暮らしの道具・書籍。
食材・雑貨の再活用。
６畳あれば２人暮らせて、
随時増減が可能。



世界の恵みに耳を澄ます

Make it simple.
暮らしそのものを楽しもう



世界の恵みに耳を澄ます

C:ひつじ不動産

お金で人が動かない。だから、
住人も、大家ものびのびと暮らせる。

お金の価値がどんどん下がる



世界の恵みに耳を澄ます

住人それぞれのとっておきの場所が
つながって、楽しくなる。
平凡そうな町が特別な場所に。

平凡な私たちが互いに
特別な私たちであるように。



世界の恵みに耳を澄ます

そう。南の国のような
豊かさと安心さが
人間の故郷なんだよ。



ウェル洋光台のつながりデザイン

Fair Share People Care Earth Care
ありのままを活かしあう
ありのままでいることがあなたの持分

協調性より多様性
ありのままでいれるだけ、他の人のありの

ままを受け入れることができる。自己を信
頼し、勇気を持って共にありのままへ。

ー受け入れることー

・話さなければ伝わらない
・暮らしはいつでも「国際村」

・善し悪しは「決められない」
・ウェルは「いつでも問題だらけ」
・「困ったね。また話そうか」

・問題を共に困ろう。楽しもう
・それぞれの「特別」を受け入れあう

・失敗しよう。迷惑はかけあおう
・「ちょっとアホ」が愛らしい
・ソファーで、うたた寝できること

人を知り、人らしく在る
人にとって自然な生き方を尊重する

平等より自由な貢献
大切な貢献は計れないからこそ、贈り合
い、物事をよくできる自由と、ひとりひとり
のオンリーワンの居場所感を育もう。

ー解き放つことー

・「よく話して自由にやってみる」
・かだつけ自由の「Wikipedia方式」
・共に物語を紡ぐ「絵になる暮らし」

・当番なし、組織なし、サービスなし
・「もちよる暮らし」とFreeお金
・「みんなのルール」で解決しない
・「決めない」から、議論・会議もない
・自分の言ったことにも縛られない

・感情は自分で選択できる
・無理がなければ「ずっと暮らせる」

世界の恵みに耳を澄ます
本来の在り方に耳を澄まし大切に受けとる

信頼される力より信頼する力
距離の遠い人ともよく話せば同意はできな
くとも共感はできる。この世界や幅広く他者
を信頼することを共に学ぼう。

ー委ねることー

・意見の遠い人とまず話そう
・「みんな仲間」があたり前
・ハウスを「みんなのもの」扱いしない

・「意識共有」に頼らない
・南の国のような豊かさが人の故郷

・持ちよれば溢れる
・暮らしそのものを楽しむ
・「畑、手仕事、おうちカフェ」

・共に暮らすと無駄が減る
・手しごとで地域ともつながる



「ティール組織」の３つの

ブレークスルー

本来の在り方に耳を澄ます
Evolutionally Purpose

よく共感して自由にやってみる
Self Management

ありのままを活かし合う
Wholeness

参考：ウェル洋光台とティール組織

福音における
テーマ

（宗教的知恵）

構造と明確さ
と

仕事の意味

相互信頼
と

インパクト

Google Re:work
効果的なチーム
の5つの条件

心理的安全性

People Care
人を知り人らしく在る

Fare Share
ありのままを活かし合う

パーマカルチャー
の3つの倫理

Earth Care
世界の恵みに耳を澄ます

アドラー心理学
人の幸福
の３条件

他者信頼

貢献感

自己信頼

善と
悪

愛と
親切

義と
完全さ

平等より

自由な貢献

協調性より

多様性

暮らし場
ウェル洋光台
の3つの羅針盤

信頼される力より

信頼する力

※ティール組織は、技術論であって、人の幸福やチームの効果性を実現するために
他の方法論もありうることには注意が必要 引用元：戸谷浩隆のNote : hBps://note.com/hirotaka_toya
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頼りないものが力強い

必要なものは、愛と親切です。-Mather Teresa
賛美するために民は創造された。詩篇102:19



(c)もちよる暮らし舎

畑、手仕事、おうちカフェ。ずっと暮らせる国際村。


