
みんなで持ち寄る、新しいライフスタイルを

二子玉川で一緒に学んで体験して、考える一日。

今日から始めるシェアのある暮らし
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学ぶ 体験
“シェアのある暮らしを考える”では、
子育てやママの働き方など、
生活の中で気になっていることを
みんなで一緒に考えます。

その後は楽しく育児や働き方について
おしゃべりしながら、大人も子供も
楽しめる交流会を開催します。

「"ALOHA"を一緒に体験！親子フラ」や
「お洋服で物々交換 "KURURi×xChange"」

「AsMamaの子育てシェア」
「Polarisによるセタガヤ庶務部のワークシェア体験」

「静電気体感イベント」など
親子で楽しめる体験が
たくさんあります。

2015年11月29日（日）
11:00～16:00 入場無料・事前申込み

二子玉川ライズ オフィス棟８Ｆ
カタリストBA、東京都市大学 二子玉川夢キャンパス

クリエイティブ・シティ・コンソーシアム　ソーシャル・シェアリング・WG

東京都市大学
リブライズ、日本財団 ママプロ、
主婦と生活社 CHANTO編集部
世田谷区産業振興公社
公式Facebookページ
https://www.facebook.com/thinklifeshare
※一部のプログラムは事前申込みとなります。

social-sharing@polaris-npc.com

主催

特別協賛
協賛

後援
イベント詳細・申込み

お問合せ

開催場所



6Fでエレベーターを乗り換えていただき、
8Fに上がっていただきます。

EV EV

ママ・パパ・お子さんの家族みんなで参加できる「親子フラ
のワークショップ」です。生演奏のウクレレに合わせながら
ベーシックのフラステップを学びます。曲を通して簡単なハ
ワイ語の意味をフラ（踊り）で表現します。フラ講師でもあ
り、ハワイアンミュージシャンの牛島敬太さんからフラの踊
りや音楽を通して、ハワイで受け継がれているお互いを尊
重し、愛すること（ALOHA）を体験できます。

わくわく★夢体験

子育てシェア体験

昔ながらのご近所頼りあいの現代版であるAsMamaの
「子育てシェア」のご登録や繋がり方の体験会、また地
域子育てのお世話役「ママサポーター」のお仕事紹介な
どをさせて頂きます。おもちゃのご用意もありますのでお子
様と一緒にご参加ください。

家族留学
女子大生のライフキャリアを考える「家族留学」サービス
と「manma」の活動をご紹介します。

ワークシェア説明会

ママのリアルの声をママと一緒に集める
「0歳児ママVOICE2015」
「ママのリアル」を知るために、0歳児ママの孤立を防ぐ
先輩ママの声を集める「0歳児ママVOICE2015」や「ポ
ストツリー」などの活動をご紹介します。

本棚からはじまるコミュニケーション

「すべての本棚を図書館に」を目指しながら、自宅をはじめ、カフェや仕事場などの本棚のあるコミュニケーションスペースを
全力で応援するサービス『リブライズ』と、今まで出会ってこなかったあなたをワクワクさせる本やモノと出会えるキュレーショ
ンサービス『MEETTY』をご紹介します。自分が所有している本（モノ）と知識（情報）の共有をぜひ体験してください。

タイムスケジュール

「KURURi」×「xChange」しあわせとお洋服のシェア

大切なモノを次の人へ。
家の中で眠っているファッションアイテムや雑貨などを各自が持ち寄り、気
にいったモノがあったら無料で持ち帰るという古くて新しいエコなスタイルの
物々交換「xChange」を開催します。
値段の代わりに服への想い、次に来てくれる人へのメッセージを書いた“エ
ピソードタグ”を付けるのがxChangeのルールです。自分では「もう着ない
服」と自分が「着たい服」を物々交換をこの機会にぜひ体験してください。

イベント会場アクセスマップ
所在地 ： 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス 8F

アクセス
東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」下車 徒歩1分
二子玉川ライズ・リバーフロント（オフィス棟）のシャトルエレベーターから低層階用エレベーターに
乗り継ぎ8Fへお越しください。受付は、8Fエレベーターを降りて正面のカタリストBAにあります。

マクドナルド横のオフィス棟のエレベー
ターで6Fに上がっていただきます。
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本イベントの受付がありますカタリスト
BAは8Fエレベーターを降りて正面が
入口となります。

EV

CATALYST BA

EV

8F
東京都市大学
二子玉川
夢キャンパス

お申込み方法 このイベントは一部のプログラムは、事前のお申し込みが必要です。
お申し込みは、“Think,Life,Share”公式Facebookページをご覧ください。

PC スマートフォン

イベント詳細＆お申込み先（公式Facebookページ） お問合せ先メールアドレス
https://www.facebook.com/thinklifeshare social-sharing@polaris-npc.com

QRコード▶

講師：牛島 敬太さん（Ke Ānuenue Hula Studio 主宰）
13歳の時に初めて見たハワイの男性フラに衝撃を受け、フラを習い始める。
2003年カウアイモキハナフェスティバルにてソロ部門優勝、2006年にハワイ島ヒロへ渡り現地でフ
ラ、ハワイアンミュージックなどを学ぶ。メリーモナークフラフェスティバル入賞。2010年にケアーヌエヌエ
フラスタジオを開校し、現在はフラ講師、ハワイアンミュージシャンとして各種ステージで活動する一方、フ
ラにまつわるハワイ文化を日本で多くの人にシェアすることに努めている。
＜DVD＞「George Na’ope SPIRITS OF HULA」出演　<TV>「Eダンスアカデミー」出演

基調講演＋パネルディスカッション

二子玉川で“シェアする暮らし”を創造してみる 90分
特別体験

一緒に踊ってみよう！親子フラワークショップ 45分
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シェアのある暮らし

今回のイベントの重要なキーワード“シェア”を私たちの暮らしの中に、取り入れること
で、お互いに“何か”を持ち寄り・共有することで、まわりの人たちとのつながり・交流に、
どのような“変化”が生じるかを、西国分寺で「クルミドコーヒー」を開業し、開かれた場
づくりを実践されている影山さんと共に、子育てや女性の働き方・暮らし方について一
緒に考えていきたいと思います。
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基調講演

●会場…カタリストBA　●時間…11:00～12:30　90分（受付10:30～）　●事前申し込みが必要
●対象…すべての方　●参加者数…80名　●参加費…無料

●会場…東京都市大学 二子玉川夢キャンパス　●時間…14:00～、15:00～　各45分（受付はスタート30分前）
●事前申し込み…必要　●対象…親子参加（親またはお子様だけは参加不可）　●参加人数…各回 15組30名
●参加費…無料　●服装・持ち物…動きやすい恰好で参加してください。水分補給用のお飲み物、汗拭きタオルをご持
参ください。　●講師…牛島 敬太さん（Ke Ānuenue Hula Studio 主宰）

●会場…東京都市大学 二子玉川夢キャンパス　●時間…11:00～16:00　●対象…すべての方　
●参加費…無料　●提供…東京都市大学 二子玉川夢キャンパス

●会場…東京都市大学 二子玉川夢キャンパス　●時間…11:00～16:00　●当日会場申込み
●対象…すべての方　●参加費…無料　●提供…大日本印刷株式会社、リブライズ合同会社

●会場…東京都市大学 二子玉川夢キャンパス　●時間…11:00～16:00（受付開始は10:30～）　●当日会場申込み
●対象…すべての方 ※xChangeの参加については、本イベントの公式Facebookページまたは、xChangeのHP
（http://letsxchange.jp/about/event）をお読みください。　●参加費…無料　●提供…大日本印刷株式会社

●会場…カタリストBA　●時間…11:00～16:00
●当日会場申込み　●対象…すべての方　
●参加費…無料　●提供…株式会社AsMama

●会場…カタリストBA　●時間…11:00～16:00
●提供…女子大生プロジェクトmanma

●会場…カタリストBA　●時間…11:00～16:00
●提供…日本財団　ママプロ

パネリスト

基調講演ゲスト：影山 知明さん（クルミドコーヒー店主）
大学卒業後、経営コンサルティング会社を経て、ベンチャーキャピタルを共同創業。2008年、空き家となった生家
を建て替え、多世代型シェアハウス『マージュ西国分寺』をオープン。１階には、こどもたちのためのカフェ『クルミド
コーヒー』を開業。開かれた場づくりから、一人ひとりが「いきる」社会づくりに取り組む。
著書に、『ゆっくり、いそげ～カフェからはじめる人を手段化しない経済～』（大和書房、2015）。

新居 日南恵さん（女子大生プロジェクトmanma）
慶應義塾大学法学部政治学科3年生。高校時代から
NPO法人カタリバに参加し、キャリア学習プログラムを
通して将来を考える。大学1年の秋に「manma」の活動
を始め2014年1月に正式に設立。女子大生と子育て
家庭をつなぐ「家族留学」などの活動を通じ、「母親にな
ること」を取り巻く問題の解決を考える。

市川 望美さん（非営利型株式会社Polaris）
1972年生まれ。2003年出産を機にIT企業を退職。NPO法人せたがや子育てネット、アミーゴプリュス合同会社などで“当事者発信型・
循環型子育て支援”に従事。2011年から地域における多様な働き方を支える基盤づくりを開始。2011年8月「ここちよく暮らし、はたらく
拠点」"cococi"Coworking Space、翌年非営利型株式会社Polarisを立ち上げる。「セタガヤ庶務部」「ロコワーキング事業」等、多様
な働き方を推進する組織づくりや、暮らしを価値に換える事業に取り組む。

甲田 恵子さん（株式会社AsMama）
1975年11月28日生まれ、大阪府出身。米国留学を経て関
西外国語大学を卒業後、環境事業団（現独立行政法人環
境再生保全機構）にて役員秘書と国際協力室を併任。その
後、ニフティ株式会社、ngi group株式会社での勤務を経
て、09年11月に株式会社AsMamaを設立。代表取締役社
長に就任。著書に「ワンコインの子育てシェアが社会を変え
る!!」（合同フォレスト）

“育児”や“働き方”など、暮らしの中で気になっていることを、楽しくおしゃべりしなが
ら大人も子供も参加できる交流会です。
ライフスタイルやお子さんの年齢、テーマなどで小グループ制のため、知り合いを
増やすキッカケづくりに気軽にご参加ください。

にこにこ交流会 60分

●会場…カタリストBA　●時間…12:45～13:45　60分（受付10:30～）　●事前申し込みが必要 ※定員に余裕があれば
当日参加の受付をいたします。　●対象…すべての方　●参加者数…30名　●参加費…無料（お飲み物＋茶菓子付き）　
●提供…株式会社AsMama、非営利型株式会社Polaris ※基調講演から続けて参加される方はお昼持ち込みも可能です。

夢キャンパスでは、東京都市大学の教育研究活動をはじめ、子供たちへ科学の楽しさを伝え
るための活動や、地域が抱える課題を解決するための連携活動を展開しています。今回はそ
の中から、今話題の3Dプリンタ見学と、楽しく静電気を学べる体感実験を開催します。是非
お気軽に遊びに来てください。

セタガヤ庶務部は、『ゆるやかだけど本気』を
コンセプトに、子育て中の女性がチームとして
仕事を請け負う新しいカタチの組織です。

●会場…カタリストBA　●時間…11:00～16:00
●当日会場申込み　●対象…すべての方　
●参加費…無料　●提供…非営利型株式会社Polaris

提供…

基調講演＋パネルディスカッション

二子玉川
今回のイベントの重要なキーワード“シェア”を私たちの暮らしの中に、取り入れること
で、お互いに“何か”を持ち寄り・共有することで、まわりの人たちとのつながり・交流に、

づくりを実践されている影山さんと共に、子育てや女性の働き方・暮らし方について一

学ぶ 体験


