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新規利用登録団体紹介

―専門講座開催報告―

■特定非営利活動法人
TOPPERSプロジェクト
組込みシステムを構築する基盤となる
各種ソフトウェアを開発し、
自由に利
用できる高品質なオープンソースソフ
トウェアとして公開しています。また、
その利用技術を提供することで、
組込
みシステムの技術や産業振興に資す
ることを目的とした団体です。実装教
育セミナーを開催したり、
ETロボコン
向けのTOPPERS の活用セミナーなど
を行っています。

■特定非営利活動法人
ZIRITSU
社会的養護の当事者とその関係者に
対し自ら律して立つ力（ZIRITSU）の
向上を支える事業を行い、子どもたち
がさまざまな事情で肉親や育ての親
と離れ社会的養護の保護を必要とす
る状況や状態になっても、安心して善
良な ZIRITSUした大人になれる社会
づくりに寄与することを目的とした団
体です。
https://www.facebook.com/ziritsu/

■公益財団法人
日本自然保護協会
人の生活を支える自然環境の豊かさ
を守るために生物多様性を守り、
自然
の仕組みを生かした社会づくりに取り
組む団体です。
「調べる」
「守る」
「広
める」を3 つの柱として、
市民参加によ
る自然保護調査、
開発の見直しに係る
働きかけや制度改善、
自然保護に取
組む担い手の育成や自然を大切に思
う価値観を育む機会の提供に努めて
います。
http://www.nacsj.or.jp/

20

中央区は 23 区の中で
も事業所数が多く、昼
間人口の割合も高い地
域。職場のある地域は
自宅の次に長い時間い
る場所といえます。そ
うした企業市民が、地
域との接点をいかに持
ち う る の か。2017 年
度の協働ステーション
中央は、そうしたテー
マに挑んでいます。そ
の一環で、9 月 27 日
と 10 月 4 日の全 2 回「グラフィック・
レコーディング」に関する講座を開
催しました。グラフィック・レコー
ディングとは、人が話すことを、絵
や図などで記録すること。イラスト
で構造化することで、文字で伝わら
ないことが伝わったり、道筋が明確
になって多くの人と共有できるよう
になったりするメリットがあります。
そんなグラフィック・レコーディン
グの基礎と構造化を学びました。
講師の本園大介さん自身、企業勤め
とグラフィック・コミュニケーター
活動との二足のわらじ。「もともとコ

取材を希望する登録団体＆企業 募集中！
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100 年後を見据えた日本橋の
未来をめざして地域全体を活性化したい
日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会（日本橋）

会長
ミュニケーションが苦手でした。あ
る日、まとまらなくなった議論を得
意なイラストで付箋に整理したら皆
が喜んでくれたんです。それが出発
点ですね。技術を磨き、地域で描く
ことで、多くの人に出会った。それ
が新たな機会となりました。会社と
自宅の往復でしたが地域に新たな居
場所ができて豊かになりました」。
参加者も定員超えの人気講座となり
ました。中には「スキルを得たので
実際に練習する場がほしい」との声
も。今後ステップアップ編も検討し
たいところです。

日本橋地域の再活性化を通

し、かつての賑わいをみん
なで作り上げていこうとす
る日本橋地域ルネッサンス
100 年計画委員会（以下、日
本橋ルネッサンス）は、100

年後のその先にわたる未来
を描き続ける活動をおこ
なっています。今回は、活動

内容について会長の橋本敬
さんにお話を伺いました。

日本橋の一部だけでなく地域全体が盛り上がる活動をして

いきたいという思いから、例えば『日本橋かるた』を作成し、
地域の小学校でかるた大会を毎年開催、近年大盛況となっ

ています。日本橋上の高速道路撤去活動にも継続して取り
組んでいます。また、無料で利用できるメトロリンクバス

の路線延伸も企画、日本橋地域全体へ人の流れが拡大して
います。

日本橋の未来を描く

2027 年度には常盤橋地区の再開発により、日本一の超高層
ビルが開業予定です。これにより、東京駅から日本橋へア

クセスがより便利になり地域全体のさらなる活性化につな
がることを期待しています。今年 7 月には日本橋のたもと

にある「花の広場」に観光案内所もオープンしました。これ

からも地域全体で日本橋エリアの賑わいを作っていきたい
と考えています。
日本橋地域は江戸時代から文化・商業・情報の中心地でした
が、1999 年の東急百貨店日本橋店が閉店とともにその勢い

に危機感が生まれていました。そこで、商店や企業ともに日
本橋地域を盛り上げようと日本橋ルネッサンスが誕生しま
した。現在では、都市再生、観光、歴史・文化、河川再生、地域
振興、広報と 6 部会に分かれ幅広い分野で活動しています。

協働ステーション中央は、(特活)NPOサポートセンターが中央区からの事業委託により運営しています。
至 秋葉原

東京都中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア2階

駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮下さい。
東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 4 番出口徒歩 3 分。江戸バス北循環「小伝馬町駅」下車徒歩 4 分

別館

身延別院

大安楽寺
出口４

至 昭和通り

江戸通り
出口 ３

小伝馬町駅

開館時間：火曜〜日曜 10:00 〜 19:00 ※会議室利用のみ 9:00 〜 21:00（要予約）
休 館 日：月曜、年末年始、施設点検日

【所在地】
中央区日本橋 2-3-4 日本橋プラザ（株）内
TEL: 03-3231-2231 ／ FAX: 03-3231-2235

人形町通り

TEL：03-3666-4761 FAX：03-3666-4762
E-mail：info@kyodo-station.jp
中央区社会貢献活動情報サイト：http://chuo.genki365.net/

交通

橋本 敬さん

地域全体が活性化する取り組みをめざす

日本橋地域の賑わいを取り戻したい

協働ステーション中央
〒103-0001
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グラフィック・レコーディングをプロボノの足がかりに

出口２

至 馬喰町

【HP】nihonbashi-renaissance.com/

出口１

至 人形町

協働ステーション中央

運営：(特活)NPOサポートセンター

SUPPORT

企業が取り組む社会貢献活動

協働ステーション中央
サポートメニュー活用術

協働ステーション中央では、ボランティア・NPO 団体、企業、
町会・自治会などの「社会貢献活動団体」間をコーディネート
しています。今回は、活動を広く普及するための年に一度のイ

協働ステーション中央では、区内企業の社会貢献活動を取材しています。今回は、区内で社会貢献活動に取り組む「オリック

ス生命保険株式会社」の永井瑛波（ながいあきは）さんに活動の経緯や意義を伺いました。

ベントである見本市「つながりマルシェ」の魅力に迫ります！

編
まちづくり、働き方、子育て、食、健康、
アートなど、暮らしをよ
くしようと日々取り組むさまざまな活動を、実際に体験しなが
らまちの課題に直に触れ、
さまざまな活動があることを知っ

企業取材

第 16 回

オリックス生命保険株式会社

今年は、2 月 24 日（土）開催！

東京コンサルティング支社営業 5 課
コンサーブアドバイザー

永井瑛波（ながいあきは）さん

たり、
そうし た 活 動 をして いる 人と知り合う楽しさを 知
るーー。協働ステーション中央ではそうしたことを目的に、年

2017 年 度 は、出 展フロア

１回「つながりマルシェ」を開催しています。

を 1 階にまで拡大。新規出

■ 相談が社会貢献活動の第一歩に
オリックス生命保険株式会社（以下、同

展団体も増えての開催で

社）は、東京都港区赤坂に本社がある

す。社 会 貢 献 活 動を行う

企業。本社営業チームは企業の社会貢

区内企業等の出展もあり

献活動にも力を入れています。その一

ます。ハンドウォッシュカ

環として、
これまでに“子どもは泣くのが

フェやアート体 験ワーク

仕事” であることから電車内などで連

ショップや、
ブレスレットづ

れている乳幼児が泣いてしまい肩身の

くりやミルクティーを通じ

狭い思いをする親たちへの理解を広げ

て諸外国の課題に触れる

る
「泣くのが仕事キャンペーン」を展開

機会もあります。

したり、血管年齢測定などの健康に関
するイベントなどを行ったりしてきまし
た。こうした取り組みを中央区内でも

▼イベント詳細はこちら▼

協ステ つながりマルシェ

模索していたことから、中央区役所経由

検 索

で協働ステーション中央に相談に訪れ
ました。これを受け、協働ステーション
中 央 で は、区 内 で 活 動 するNPO 法 人
リーブ・ウィズ・ドリーム
（以下、同法人）
を紹介。健康や福祉の増進を目的に千

つながりマルシェの魅力

代田区内でバリアフリーマップの作成
を進める団体で、社員のプロボノ参加
も常時受け入れていることもありコー

大人から子どもまで
多世代交流が活動理解を育む
毎年来場者は、延べ 150 人ほど。世代も、子どもから大人まで

趣味や特技、仕事のスキルなどの
活かし方や活かせる場が見つかる

色々と気づくことができそう」「この気

「地域の方との接点をつくるチャンス」

付きや学びを多くの人に知らせていき

として参加を決めたそうです。

たい」と実感したとのことでした。

■ 当事者視点を得たことによる気づき

■ 社会貢献活動が企業に与える意義

当日プロボノとして参加した活動は、団

こうした活動への参加は、
企業の社会貢

体が作成するバリアフリーマップに落と

献活動のさらなる展開に、
どのような意

し込む情報を収集すること。参加した社

義を持つのでしょうか。その点について

員は 10 名。地図を片手に実際にまちを

「社会や環境に自ら関わることで
「保険」

歩きました。実際に車椅子にも試乗。

という枠組みにとらわれない多くのサ

普段何気なく歩いている歩道にも車い

ポートをお客さまに提供できると信じて

すではまっすぐ進みにくい傾斜がある

います。
」と永井さんは言います。

ことや、
メトロの出口には殆どエレベー

協働ステーション中央では、
こうした企

ターが設置されていないことなど、当事

業の社会貢献活動の発展をサポートし

者目線でのバリアの多さを感じました。

ています。何か始めたいという企業の

社員たちも
「これからの普段の生活でも

方のご相談、
お待ちしております。

大学で空間デザインを専

さまざまです。イベント出展によって交流が生まれ、
さまざま

攻する美大生が会場空間

な活動を知る機会になっています。そのことが活動の理解を

を 演 出 する。写 真 をデコ

育んでいます。

ディネートを行いました。同社としても

レーションして冊子にする
「スクラップブッキング」を
活 動 に活 か す―。自分 の
好きなことや学んできたこ
と、仕事で培ったスキルや
ノウハウを地域で活かす

【 所在地】

ことにより、
さらなる活 動

東京都港区赤坂2-3-5
赤坂スターゲートプラザ

へと発展していきます。

ママフェス（mama fes実行委員会主催）に参加した際の様子

TEL:03-6862-6300
（代表）
FAX:03-6685-0118(代)
vol.
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