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のげ青通信とは、世田谷区・野毛にある若者たちの交流スペース
「野毛青少年交流センター」の活動を中心に、野毛地域のいろい
ろな情報を発信する情報誌です。
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のげ青カフェ・ココイルが
オープンしました！
！

野

毛青少年交流センターの 2 階食堂スペースを利用し

OPEN !!

８

てカフェデザインプロジェクトに参加する若者たち

がつくった「NOGESEI CAFE COCOIL（ココイル）
」
。そこには、
ありのままで「ここにいる」ことができるみんなの仕事場を
作りたいという想いが込められています。8 月 29 日のプレオー

月29日、
のげ青縁日、
のげ青カフェ「COCOIL」プレオー

7 月には高校生約 20 名が集まりミーティン

プンと同日開催でのげ青に通う高校生運営によるライ

グを開催。ライブイベントの概要やどのよ

ブイベント「Teens LIVE NOGE」が開催されました。

うなライブ空間にするか、必要な機材は何

この企画が立ち上がったのは 6 月ごろ…。昨年からのげ青でバ

かなど話し合い、その後担当ごとに分かれ

ンド利用をしていた高校生の「創作活動室（バンド活動ができ

て作業を進めていきました。

る部屋）をもっと使いやすく、格好良くしたい」そんなつぶやき

ラ イブ イ ベ ント名 は「Teens LIVE NOGE」
、

から始まりました。バンド活動以外にも使われている部屋だから、 ライブハウス名は「Noge Music」となりま

プンを終え、9 月 5 日に本格的に動き始めました。
これまでに、のげ青を利用している若者たちや応援してくれ
ている方々、区長など多くの方々が訪ねてきてくれました。両

大幅な変更はできないけれど、ライブイベントを開いて期間限

した。ステージのバックとなる黒幕には

定で作り変えよう！ということになりました。

Noge Music と描き、その周りには今回出演するバンド名が記さ
れていきました。ここには今後ライブイベントを重ねていく中で、

日とも行われたセレモニーでは、メンバーがこのプロジェクト
に参加した想いや、5 月からこれまでの準備期間を通しての自

私達は、「カフェ」をゼロから自分たちで作る
プロジェクトに参加しました。新しいチャレン
ジをたくさん経験し、学び、試行錯 誤し、
お客様の気持ちの良い空間を作りました。

身の変化を語り、カフェオープンまでの経緯について説明し
ました。参加した方々から「窓からの景色とカフェ内の雰囲
気がマッチしていて居心地が良いです」
「また来たいです！」

バンド名が増えていき、様々なジャンルの多様性溢れるバンド

CAFE INFORMATION

が集まり、ひとつののげ青の音楽（Noge Music）となっていくと
いう思いが込められています。
黒幕が貼られ、
照明に色を入れ、
普段は土足禁止の床に土足シー
トを敷き、ステージをセットすることで、小奇麗な部屋から一変、

などたくさんの嬉しい声を頂いています。

メンバー全員ライブの話が決まって
から終わるまでテンションの上がり
下がりもなく全力で楽しみ切れたと
思います。
ありがとうございました！

ライブハウスへと様変わりしました。

「NOGESEI CAFE COCOIL」はサポーター制 ( 登録無料 ) のカフェ

ライブ当日は普段バンド活動に使われている創作活動室をバン

です。若者たちの活動はサポーターが COCOIL に来て下さる
ことで支えられます。多くの皆さんにサポーターになってい

ドステージ、本館のホールをアコースティックステージの 2 ス

カフェココイル メンバー

ただきご来場いただけることを、若者たちとともにお待ちし

テージ制とし、本館ホールでは子どもたち向けの楽器体験講座

岩堀 成悦 くん（通称：NOBUしゃん）

ています。

も開催されました。バンドステージ 11 バンド、アコースティック
ステージ 7 バンドが出演し、とても楽しいライブイベントとなり

バンド出演者 ドラマー

テツロウ くん

ました。企画、運営してくれた高校生のみんなありがとう！！

今回のお客さま
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HIV 情報ラウンジ ふぉー・てぃー

ぶちらさん（左）/ 海野さちさん（右）
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■ 野毛青地域交流会を開催します！
のげ青のこれまでの活動の紹介・懇親会＆バイオリン演奏会
を開催します。ゲストはバイオリニストの永井由里さんです。
開催日時：10 月３日（土）16：00〜18：00 参加費無料
開催場所：野毛青少年交流センター

京都エイズ啓発拠点「ふぉー・てぃー」です！いつもは、
池袋保健所エイズ知ろう館で活動しています。

野毛青少年交流センターには、
月1、
2回ほど訪問させていただき、
HIV/ エイズの理解と支援のシンボルマークである”レッドリボン”

夏

をモチーフにした、ビンゴやカードゲームを行っています。友だ
休みも終盤となった 8 月 29 日、のげ青では縁日を開催

ちも参加。ボランティアメンバーだけの企画ではなく、普段フリー

ちや家族には話し辛い、恋の話・性の話、なんでも聞きます！気

しました。
「居場所づくりプロジェクト」にボランティア

スペースを利用しているみんなといっしょに企画を作っていくこ

軽に話しかけてね！

とができました。

発信していきたい！という思いからスタートしたこの企画。7 月下

迎えたイベント当日には約 20 名程の若者たちがスタッフとして集

旬に、出店するブースや当日実施するプログラムの内容を話し合

まってくれました。小雨の降る中、お客さんが来てくれるか心配

う中、この日のために出店するブースだけではなく、いつもフリー

もありましたが、地域の子どもたちを中心に、およそ 300 名の来

スペースで手作りのパンをみんなに振る舞ってくれている若者に

場がありました。当日出店したのは、かき氷やフランクフルト、焼

よる手作りパウンドケーキを縁日で販売するアイディアも。

トウモロコシなどの軽食販売ブースとヨーヨー釣りやボウリング、

8 月に入り、フリースペースで本格的な準備を開始しました。看板
づくりなどの作業にはフリースペースを利用する子ども、若者た

MEMO

として参加している大学生メンバー達の、のげ青をもっと地域に

HIV 情報ラウンジ ふぉー・てぃー
ふぉー・てぃーは、東京都が池袋保健所 1 階の AIDS 知ろう館内

東京都豊島区東池袋一丁目 20 番 9 号

に設置した、HIV ／エイズ･性感染症の情報ラウンジです。どな

池袋保健所 1 階 AIDS 知ろう館内

たでもお気軽にご利用いただけます。

TEL 03-3986-7077

■ のげ青フェスティバル 開催！
昨年まで開催していた「子ども祭り」は、今年は「のげ青フェ
スティバル」として開催します。例年同様、児童館や地域の
方々とのげ青を利用している子ども・若者たちが協力して盛
大なお祭りを実施する予定です！
開催日：11 月 8 日（日）
開催場所：野毛青少年交流センター

■ リニューアル工事および一時臨時休館のお知らせ

http://www.4tweb.jp/

ストラックアウトといったゲームブース。どのブースも子どもたち
で賑わっていました。いつものげ青を利用している子が、縁日に

本館リニューアル工事に伴い、平成 27 年 11 月 17 日〜平成
28 年３月中旬までは、本館機能（受付・フリースペース等）
を一時的に別館に移転し、本館は閉鎖します。
なお、平成 27 年 11 月 10 日〜15 日まで全館臨時休館です。

遊びに来てそのままブースを手伝ってくれている姿も。
また、ブース出店だけではなく、集まった子ども達に喜んでもら
えるようにと企画した、スイカ割大会やビンゴ大会といったプロ
グラムも実施。縁日の最後を飾ったビンゴ大会は、同日開催のラ
イブに参加した高校生たちも含めてみんなで大いに盛り上がりま
した。

普段のげ青にはいらっしゃらない親子連
れの方などにも喜んでもらえて嬉しかっ
たです。次の機会にはもっとたくさんの
人に買ってもらえるように頑張りたいと思
います！

中 村 孝 太 郎 さん

のげ青でデザインなどのものづくり系を担当している中村です。
今年は本館２階厨房スペースをカフェ空間に創りかえるプロジェク
トにて、様々な制作をデザインチームメンバーと一緒に取り組んで

遊びに来てくれた子どもたち、企画してくれたボランティアメン

います！制作物は、コンセプトメイキングから始まり、ロゴマーク、

バー、当日スタッフとして集まってくれた若者たち、たくさんの笑
顔が見られた一日となりました。

のげ青 ユースワーカー

空間デザインやカフェの紹介用リーフレット制作など実に様々！

ケンザパン主催

健三郎 くん

全てを完璧に仕上げることはできないけれど、個々の若者の作りた
いものを形にできるようサポートしていければいいなと思っていま
す。これからもよろしくお願いします！

じぶんたちが過ごしやすい
居場所をみんなで考えて
のげ青につくりだしましょう！

〒158-0092 東京都 世田谷区 野毛 2-15-19

03-3702-4587

TEL/FAX
mail nogesei@npobunka.net
twitter @nogesei̲youth

https://www.facebook.com/nogesei0510
のげ青 facebook ページ絶賛更新中 !
QR コードからアクセスしてみよう !!

