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9 ～ 11 月の主な募集案内

クローバーブーケ
クローバーブーケは互いのプレイヤー
が数字カードを出し合い、相手より立
派なクローバーの花冠の完成を目指す
ゲームです。単純にカードを出し合い
勝負するのではなく、勝負の前にお互
いのカードを 1 枚引き、引いたカード
と自分が出すカードの合計数で勝負す
るため、運や相手のカードを読む力が
絡みます。また、鍵となる四葉のクロー
バーの 4 のカードは状況を変える力が
あります。さあ、クローバーの花冠を
完成させられるのはどっちだ！【2 人】

Otrio
オートリオは、大・中・小三種類のコマを並べて競う、
頭脳戦のボードゲームです。「①同じ場所に 3 つのコマを
全て並べる」「②大きさが同じコマを一直線に並べる」「③
大きい順もしくは小さい順にコマを並べる」のいずれか
の方法で、3 つの ʻʻO( オー ) ʻʻをゲットした人が勝ちです。
ボードをよく観察して、どこにどんなコマを置くか考え
たり、他のプレーヤーを阻止したりしながら、誰よりも
先にオートリオを達成しよう！ 【2 人～ 4 人】

若者たちが主体となり、ゲーム、手作り、
展示など思い思いにお店を企画しお祭
りの運営を行います。地域の方も参加
可能で、多世代が交流し楽しめるお祭
りです。
※事前配布のチケット制を導入し参加
者の人数把握、時間ごとの入れ替えを
行い消毒の徹底等、感染予防対策を講
じた上で実施いたします。チケット申
し込みは 10 月 1 日から開始します。詳
しくは HP 等をご確認ください。

せたがや大人図鑑

「校長先生への 100 の質問」

9 月のゲストはなんとアップス近隣中
学校の校長先生。せたがや大人図鑑だ
からこそ聞ける校長先生の意外な一面
や仕事内容などを事前に募集した 100
の質問でお聞きします。

【対象】小学生～大学生世代の若者
【定員】15 人
【要申込み】実施当日、受付でお申し込
みください

9/11 　15:00-16:00土

やってみたいのその先へ

中村　航大　ナカムラ　コウダイ

生まれも育ちも東京の八王子です。ゲームやマンガにすごく熱中していて、よく友
達と一緒に対戦をしたり、内容について語り合ったりしました。ラーメンも大好き
でいろいろなお店に食べに行ったりします。世田谷区で美味しいお店とかがあった
ら是非教えてください！また、人の話を聞くことも大好きなので、好きなものや、
楽しかったことなど、みんなの色々な話しをたくさん聞かせてください！よろしく
おねがいします！

菊地　聡太　キクチ　ソウタ

4 月からアップスのスタッフになった菊地聡太です。昨年までは横浜で働いていま
した。今年中に東京に引っ越すつもりなので、いい不動産屋を知っていたら教えて
ください。映画好きが高じてミニシアターでアルバイトをしていたことがあるので、
35mm の映写機とか回せます。話題の作品は大体見ているので、映画の話があれば
ぜひ振ってください。またアップスにもある「カタン」というボードゲームが得意
ですので、人数が足りない時は必ず誘ってください。よろしくお願いします。

スタッフ紹介

利用者インタビュー！

e-sports 3on3CUP

３on3 の大会を企画、運営した若者へインタビューをしました。

参加者の声参加者の声

アクションは 1 人 1 人の「やってみたい」を、仲間を集めてみんなで
実現するためのプロジェクトです。大人では考えつかないようなプロ
ジェクトにトライします。多目的スペースにあるカードにやりたいこと
を書いて仲間を募ったり、月に 1 度の J-meeting で話し合いをしてい
ます。これまで「お泊りプロジェクト」「ドッジボール大会」「映画会」「卓
球大会」「お出かけ企画」「マンガ追加アンケート」などを実施しました。
5 月には e-sports 大会、7 月には 3 on 3 CUP を実施しました。

日常的によくゲームをしている若者の「みんなで一緒にゲー
ムをしたい」という想いから実現しました。当日、居合わせ
た人にも声をかけ、みんなが楽しめるように、トーナメント
で負けた人も 2 回は対戦できるようなルールにしました。「ス
マブラが好き」「対戦したい」「あまりやったことがない」と
いう若者たちが一緒になって楽しめた大会となりました。

　「体育館を貸し切ってバスケがしたい！」いう声から始
まった 3on3 CUP。景品の準備やルールの設定、当日の運
営など若者が考えて実施しました。本番は 30 人近くの参
加者が集まり、初開催だったこともあり大白熱！終了後も

「また開催したい！」という若者が続出し、大盛り上がり
の大会となりました。

● バスケがうまい人や都大会に出てた人とできてよかった。
● もっと勝てると思ってたから、決勝にいけず悔しかった。

● 初対面でもみんなで楽しく一緒に遊ぶことができた。
● 他の種類のゲームでも盛り上がりそうだと思った。

A
Q. やってみてどうだった？

A.また大会をやりたい。時間的に短く満足できなかっ
た。シュート対決などいろいろやりたい。もしや
るとしたら、また自分たちで運営していきたい。

A. 大会がスムーズに運営できたことは良かった。そ
れにみんながすごく楽しそうにやってくれていた
のも嬉しかった。みんなが審判とかを協力してく
れたおかげだと思う。本当にありがたい。QQ. 今後はどうしたい？

3 月に行われるアップスフェスを一緒
に作り上げる仲間を募集します。
イベントの運営やチラシの作成、音響
や照明、写真撮影など、関わり方は様々。
興味のある分野で一緒に楽しい フェス
を作りあげます。

【対象】中学生以上の若者
【申込み】受付またはメールでお申し
込みください。 info@ups-s.com

11/3 　13:00-18:30水

アップスフェス

実行委員募集

アップス

縁日



中高生の居場所女の子のフリースペース

基本情報

【場所】　　世田谷区上北沢 3 丁目 5－7 岡さんの家 TOMO
【時間】　　水曜日　17:00 ～ 20:00
【対象】　　小学校 5 年生～高校生世代
　　　　　※原則、小学生は 18:00 まで。
　　　　　保護者のお迎えがあれば 20:00 まで。

【参加費】　無料　※食事作りプログラムの際は実費が必要

大学生の
運営する

若者の居場所

学生スタッフからのメッセージ

基本情報

【場所】　　世田谷区太子堂 2 丁目 16-7 
　　　　　世田谷区役所三軒茶屋分庁舎 5 階

【時間】　　月・木曜日 15:00 ～ 20:00
【対象】　　小学校 5 年生～ 24 歳の女の子
　　　　　※原則、小学生は 18:00 まで。
　　　　　保護者のお迎えがあれば 20:00 まで。

【参加費】　無料　※調理イベントの際は 200 円が必要

たからばこでは自分の時間を過ごしたい人や勉強したい人
など、いろんな過ごし方ができて僕もたからばこという居
場所を気に入っています笑 ぜひふらっとたからばこに
寄ってみてください！お待ちしておりまーす♪

● あいりすでは、女子大生がアナログゲームや話の相手を
してくれるので、楽しいです。

● 仕事や日常で辛いこと、嫌なことがあっても、あいりす
に来ると忘れられます。『大富豪』、絵を描く、雑談等、
大学生のスタッフや職員と楽しく過ごしています。

開室時の様子

開室時の様子

たからばこは上北沢にある
「岡さんのいえ TOMO」を

借 りて行 っ ている、中
高 生 世 代 の 居 場 所 で

す。過ごし方は人そ
れぞれ！ふらっとき
て、居 合 わ せ た み
んなでボードゲー
ムをしたり、勉強
をしてみたり。何
もしなくても大丈
夫。思い思いの時
間を過ごしにぜひ
来てください。

たからばこって？

「あいりす」は三
軒 茶 屋 に あ る、
中高生世代を中心
とした女性が安心
して利用できる居
場 所 で す。ス タ ッ
フの女子大生と一緒
に、ゲームやお絵か
き、手芸などをしなが
らゆったりと過ごすこと
ができます。みんなでや
りたいことを相談して、ス
ライム作り、ゲーム大会などの
イベントも行っています。

あいりすって？

利用者の声
● 気軽に寄っておしゃべりができるところが良い。勉強や

ゲームをみんなでできるのもいいところです。
● たからばこに行くと誰かがいるので、いろんな人と話せ

て楽しい。理由がなくても行ける安心感があります。

大学生が企画したイベントをやる日もあります！

多世代交流の場として親しまれている「岡さんのいえ TOMO」
を利用して居場所を運営しています。

利用者の声

「あいりす」ではおしゃべりやゲーム、勉強など、自分の
好きなことを自由にできる空間を提供しています。夏休み
やクリスマスには、季節に合わせたイベントを企画してい
ます！利用者さんもスタッフもリラックスできる場所で
す。ぜひ遊びにきてください！

学生スタッフからのメッセージ

世田谷区と協定を結んでいる昭和女子大学の学生
と日本大学文理学部の学生が主体となって運営を
している若者の居場所です。アップスが運営のサ
ポートしています。

人狼ゲームイベントをやった時に、皆ルールがわからなくて
神経衰弱をしてみたらかなり盛り上がりました♪

たからばこたからばこたからばこあいりすあいりすあいりす

みんなのやりたいことをしながら、まったり過ごしています。


