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中央区の社会貢献活動をつなぐ

vol.

1

Kyodo Station Chuo

梅雨時こそプランづくり

「中央区基本計画2013」
さまざまな主体が「協働」で課題解決に取組むまち

区は、今後10年間の中央区の目指す姿を描く基本計画2013を策定しました。
中央区の将来像を実現するための基本目標のうち「にぎわいとふれあいのある躍動するまち」において「協働の推進」が位置
付けられ、「行政課題を解決する上でコミュニティの強化を図り、多様な主体との協働を推進することが、行政運営に不可欠な要素と
なっています」
と書かれています。

協働ステーション中央は、区民や在勤者・事業者など、
区にかかわりのあるさまざまな主体がそれぞれの経験
や能力を生かし、
ともに連携・協力して地域の課題を解

施策の体系
施策分野

施策

取組内容

決していく都心型協働社会の形成を支援しています。

基本目標

町会・自治会ホームページの
作成および運営支援

1
思いやりのある
安心できるまち

コミュニティ活動の支援

コミュニティ施設の整備推進
新たなコミュニティ支援策

子どもから高齢者まで、すべての
人が安らぎのある健やかな生活を
送ることができる、思いやりに
つつまれた安心できるまちを
めざします。

２
うるおいのある
安全で快適なまち

３
にぎわいとふれあいのある
躍動するまち

環境にやさしい豊かな都心居住を
享受できる、うるおいあふれる
安全で快適なまちを
めざします。

にぎわいと活力のある商工業と
生涯をいきいきと学び楽しむ
豊かなくらし、そして交流と
文化の息づく躍動するまち
をめざします。

大江戸まつり盆おどり大会の開催

コミュニティ

ふれあいと交流の
機会づくり

地域手づくりイベント・推進助成・
地域の盆おどりに対する助成
雪まつりの開催
協働ステーション中央の機能充実

協働の推進

協働事業の推進
社会貢献活動情報サイトの運用

世界の協働紹介
世界の協働紹介

市民活動ちょっとコラム
毎回100名以上が交流「アサゲ・ニホンバシ」

NPO法人日本橋フレンド

協働ステーション中央の利用登録団体の「NPO法人日本橋フレンド」
では、
日本橋で働く
WORKER（ワーカー）
どうしが立場を超えて交流し、
日本橋地域の活動につなげる
「アサ
ゲ・ニホンバシ」を昨年から開始しています。
ゲストには、毎回創業100年以上の伝統ある企業と、新たに日本橋で活躍する企業から
一名ずつお招きしています。100年以上の企業の方からは、創業当時からの歴史や日本
橋にかける思いや魅力について、
また、新しい企業の方からは、
日本橋で創業した経緯
や、新しいからこそ感じる日本橋の魅力をお話しいただきます。
毎回100名を超える方々が、出勤前の朝7：30から、日本橋にある名店のご飯やパン、デ
ザート等のアサゲ（朝御飯）をいただきながら、参加者どうしの新しい出会いを楽しんで
います。心身ともにエネルギーを得て、それぞ
れの職場に向かっていく姿はすがすがしく、
参加者の出会いに梯子をかける様々なきっ
かけとなっています。
「アサゲ・ニホンバシ」
毎月第3金曜日 朝7:45〜8:45に開催。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
http://www.nihonbashifriend.com

行政・企業・市民が協働、
スマートフォン
アプリケーションで地域の問題を可視化
近年、欧米諸国では、行政や企業と、NPOなど
の市民団体が協力して、まちづくりに役立つア
プリケーション開発の取り組みが始まっていま
す。
米フィラデルフィア市の例では、最近の大型ハ
リケーンによる災害時に、日頃から市民が地域
の問題を市に連絡するアプリケーションを活用
し、次々と現場の最新情報を市に送ったことで、
市は素早く復旧作業に当たることができまし
た。 http:// seeclickﬁx.com/
またロンドンでは、市民が、公共機関の提供す
るデータを活用し、市内のレンタサイクルの
空き状況を検索できるサービスを開発し
ました。
http://www.geo.me/blog/111/lon
don-cycle-hire-map-live-data/
まさに、さまざまな形の「協働」
が世界で動き始めています。

協働ステーション中央

運営：(特活)NPOサポートセンター
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中央区協働提案事業（平成24年度）報告
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檜原村で中央区のふるさと
大発見
実施団体 中央区環境保全ネットワーク
担当部局 環境土木部水とみどりの課

■実施までの経緯
区では、2006年から東京都檜原村にある
「中央区の森」で、区民を対象とした体験ツ
アーを開催しています。
自然と触れる機会の少ない区民が、檜原村

檜原村の方々と交流後、川原で全員集合

い区民のみなさんに、
「中央区の森」の

の自然・文化を体験し、交流の促進をめざし

また、親子で楽しめる自然体験では、子ど

ています。市民が自発的にイベント等を企

もたちが「ヤマメのつかみ取り」、
「川で自

様子や自然体験の大切さなどを伝えま

画・実施することで、区民どうしの交流も活

然観察」、
「スイカ割り」等、都会ではでき

した。

発化することが期待されています。

ない体験に満面の笑顔、緑深い森の中で

参加者のアンケートからは、
「 空気がと

今回協働提案事業を実施した「中央区環境

の自然を大満喫した一日となりました。檜

ても綺麗で爽やかだった」、
「子どもが生

保全ネットワーク」は、
これまで中央区内で

原村観光協会や地元のツアーガイドの協

き生きと自然と触れ合って楽しんでくれ

環境に関わるさまざまな企画を実施してき

力もあり、
「古民家訪問」など、檜原村の

ただけではなく、自分自身も川原や古民

ました。そのノウハウを生かし、担当部局と

方々との交流も実現しました。

協議を重ねて、区内の親子を対象とした「檜
原村で中央区のふるさと大発見ツアー」を
開催しました。

■総勢47名が自然を大満喫

■安全性もしっかり確保
団体は、ツアー実施にあたり、安全性の確
保のため、事前に実地踏査や檜原村の関
係者との事前確認を行って当日に臨みま

当日は参加親子・スタッフが合わせて総勢

した。体験ツアー後は、参加者と一緒に報

47名と、賑やかなイベントとなりました。山

告パネルを作成し、区内5カ所の公共施設

を歩き、
「中央区の森」の活用状況について

や、団体主催の「子どもとためす環境まつ

の説明を受けて理解を深めました。

り」で展示を行い、ツアーに参加していな
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親子でいっしょにアートデリバリー
実施団体 認定NPO法人芸術資源開発機構
担当部局 福祉保健部子ども家庭支援センター

家などでリラックスできた」、
「森の大切
さも改めて感じることができた」など、満
足度の高さが伝わってきました。
中央区環境保全ネットワーク
2002年設立。中央区の環境保全に取り組
み、より良い地球環境を次世代に残すこと
を目的として活動。
「子どもとためす環境ま
つり」をはじめ、区内の環境に関する企画
等を区・企業等と連携して実施をしている。

発機構が協議を重ねて、
「親子でいっしょ

みということもあり、定員を超える申込の

にアートデリバリー」を協働提案事業で開

中 、3 5 組 の 親 子 が 楽しそうにワーク

催しました。

ショップを体験していました。

■定員を超える申込

参加者からは「最近中央区に引っ越して

芸術資源開発機構は、杉並区での活動実
績・ノウハウを活かし、3歳までの乳幼児と
保護者に向けた芸術プログラムを、9月に
「美術造形」3回、1月に「音あそび」3回講座

■実施までの経緯

を行いました。親子が一緒に楽しめる芸術

子ども家庭支援センターでは、子育て中に

プログラムを、芸術家と共同開発して出前

起こるさまざまな課題を自主的な活動で

（アートデリバリー）するだけではなく、
「コ

解決するグループやサークルづくりを支

ミュニケーター」役が子どもの行動や発言

援するための講座を実施してきました。今

の創造性を言葉に変えて保護者に伝える

回、担当部局と認定NPO法人芸術資源開

独自のプログラムです。めずらしい取り組

きて、
これまで知り合うことがなかった人
と顔見知りになることができたので、参
加してよかった」、
「子どもとアートの可能
性について考えさせられるよい機会と
なった」
といった声が寄せられ、満足度の
高いワークショップとなりました。
アートという共通のテーマに関心のある
区民の繋がりが、緩やかなネットワークと
なって発展することを期待します。
認定NPO法人芸術資源開発機構
1999年設立。アートは、人間らしく生きて
いくうえで日々の生活に欠くことができな
いという視点に立って、高齢者施設、児童
館や保育園、被災地へアートの出前（アー
トデリバリー）や小学校での美術鑑賞教育
（神奈川県大和市受託事業）等、芸術と社
会 を 結 ぶ 様々な 活 動 を 展 開している。
2012年12月に認定NPO法人を取得。

お絵かきでコミュニケーション

身体で表現！オリジナル「音あそび♪」

企業が取組む地域貢献活動
2012 年度に中央区及び中央区の企業、NPO 法人で運営した「都心型協働社会システ
ム協議会（事務局：NPO サポートセンター）」で 2013 年 2 月 13 日に実施した講座に
ついて、2 回に分けて掲載します。

日本アイ・ビー・エム株式会社
社内チームで取組む地域貢献活動 (1)
小林健輔氏（エンタープライズ事業部）

中央区に本社を構える日本アイ・ビー・
エム株式会社（以下 IBM と表記）は、企
業として積極的に社会貢献活動（プロボ
ノ活動）を行っています。
プロボノの語源は、ラテン語で「公共善
のために」という意味で、プロボノを「本
業で培った専門的スキルを活かし、社会
貢献するボランティア活動」と位置付けて
取り組んでいます。

ドバックを必ず貰うようにし、次回の支援
プログラムを計画するときの重要なイン
プットとして役立てています。そして、残
りの 1 カ月間でプロボノ活動の精査や次
回のプログラムの計画を行います。
■４ヶ月間の実施期間について
支援する NPO とは、「４ヶ月間で何をし
なければならないのか」を徹底的に議論
します。NPO によっては、沢山やりたい
こともあれば、数多くの課題があるところ
もあります。そのような中で優先順位を
決め、ゴールを設定します。ゴールがイ
メージできた後は、取り組まなければい
けない問題を詳細に整理していきます。
このような進め方で最も重要な点は、初
めに行う「ゴール設定とプログラム全体

「NPOとどう関わるか」など、質問続出

の流れを NPO と合意すること」です。
図は、寄付収入をどのように増やすのか
が課題だった団体でのプロボノの進め方
を表したものです。現状分析から始まり、
会員に対してどのような働きかけをする
のかという視点で支援プログラムが設定
されています。この支援プログラムの成
果としては、新規個人会員をどのように
増やすかという実施計画を策定し、NPO
へ提供しました。→（２）へ続く。

■IBM のプロボノの進め方
プロボノ活動は 6 カ月間で進めます。最
次回は、プロボノから得られるメリットについ
初の 1 カ月間は準備期間として、プロボ
て解説します。
ノのメンバーを社内で募集します。それ
と並行して、NPO 支援団体を通じて支援
図）
プロボノの進め方
先の NPO の調整を行います。
プロボノの活動期間４ヶ月間に取り組む
課題や支援テーマを NPO と合意したうえ
でプログラムを実施します。支援プログラ
ム実施後は、NPO から振り返りのフィー
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

団体

プロボノの進め方を紹介

新規利用登録団体紹介 （平成25年度）
報を発信。より多くの方々に社会貢献の

毎月課題別に勉強会、講習会を行います。

素晴らしさやそれに真剣に取り組む人々

http://homepage2.nifty.com/syuunou-

①社会貢献やボランティアに関心のある

の姿を知らしめる。

kurabu/sinpuru-kai.htm

一般の方々と、②NPO・団体、③企業（特

http://godabu.jp/

●豪田ヨシオ部
「社会貢献は大人の部活だ！」を合言葉に、

に中小企業）を結ぶサイト「豪田ヨシオ部」
を立ち上げ、地域課題・社会課題を解決
するた め に、①②③が 協 働 するイベント
（豪田ヨシオ部の部活）等を企画運営する。
中央区内の中小企業勤務という設定の熱
血会社員・豪田ヨシオをサイトのメイン
キャラクターに立て、WEB を媒体として
NPO・団体、企業を取材し活動を紹介す
るに止まらず、WEB と部活（イベント等）
との連動、相乗効果を図る。地域課題に
取り組む NPO 及び企業の姿を「豪田ヨシ
オ部」で紹介するほかにマスコミにも情

●シンプル生活を楽しむ会
「衣類、食品、住まい」の再利用で家庭

●DSN（Dream Support Net）
本会は、会員の相互扶助・研鑽の精神に
基づき各種の協同事業活動を行うととも

ごみと住環境の問題を改善する。

に、会員の自主的な事業活動を促進し、

活動内容は、自分流の快適な住環境を整

創業及び事業の支援に関する活動を行う

えながら、自然環境にも貢献する。

ことにより、構成員である会員及び会員

快適な生活環境づくりの勉強会です。

顧客、一般市民が興す事業の発展、経済

モノに頼らないで、自分や仲間の知恵を

の活性化に貢献することを目的とする。

頼る。生活スタイルに拘り衣・食・住の

https://sites.google.com/site/dsnhome

問題を解決していくことを楽しんでおりま

page/

す。
今年度は、生活の知恵をフル活動して、
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第23回

十思カフェ風 パワーランチタイム

協働ステーション中央の
イベント報告とお知らせ

登録団体からのお知らせ

"魅力ある会話術"を学ぼう！
ゲスト：来嶋留美さん (国際朗読ことば協会)
来嶋さんは、話し方講座の講師やブライダル

■十思カフェレポート

司会者として活躍されており、
「声の心地よ

協働ステーション中央では、毎月1回、十思
カフェを開催しています。だれもが気軽に参
加できるイベントとして、地域の人たちが集
まり、お茶を飲みながら、気軽に地域のこと
や社会のことなどを話す場としてご利用い
ただいています。
第22回

2013.05.16.Thu.

さ」はさすがです。
「魅力ある会話術とはどのような話し方？」
「話し方のポイントは？」
「私の声ってこれで
いいの？」などに焦点を当て、“感じよくコミュ
ニケーションをとる方法”についてお話をし
ていただきました。
30分間のミニ講座でしたが、参加者の方々

2013.04.24.Wed.

十思カフェ風 パワーランチタイム

同じまちで働く人とつながろう！

の表情は真剣そのもの。その後、食事をしな
がらの交流会でさらに交流の輪が広がりました。
団体URL：http://www.kageyama.jp/

第2回チャリティ公演
【日時】6月20日（木）18:30〜
【場所】めぐろパーシモン 小ホール
東急東横線「都立大学」駅 徒歩7分
【費用】1,000円
【申込み・問合せ】
楽しいひととき出前どころ
E-mail：hitotoki@mbn.nifty.com
電話: 090-4629-4405
国際朗読ことば協会

読み聞かせ＆朗読＆朗読セラピー

ゲスト：宮木章太さん (日本橋経済新聞)

【日時】7月13日(土)13:00〜14:30

今回は、初めてのランチタイム開催とあっ

【場所】銀座おとな塾

て、企業で働く方が多く参加されました。ゲ

（銀座2-5-4ファサード銀座）

ストの宮木さんは、
「地域と関わることの魅

【費用】
レギュラー会員：3,150円

力」について語りました。地域に対して情報

ビジター会員：3,675円

を発信することで、地域に変化が起こること
が楽しみだそうです。参加者の方からは、
「これから社会貢献活動をしたいと思ってお
り、今までこうした交流の場がなかったの
で、いろいろな話を聞きたくて来ました」
と、

●詳細は下記のURLをご覧ください

http://www.ginza010719.jp/contents/

声の響きを確認しながら発声練習

pickup̲layout.asp?PICKUPID=0000564

6月の予定
十思カフェ風 パワーランチタイム

地域交流への期待の声が聞かれました。

「正しい姿勢術」を学ぼう！

こうした交流から生まれる地域の変化に、今

ゲスト：三輪健彦さん

後注目です。
団体URL: http://nihombashi.keizai.biz/

楽しいひととき出前どころ

mswave×NPOサポートセンター
NPOパックスタートキャンペーン開始
Web、ITに特化したデザイン・プログラミング

（東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック
外来部長／社会化活動部顧問）

スクール「mswave」
（新宿南口）
NPO価格最大50％引での講座提供スタート！

【日時】6月20日（木）11：30〜13：30
【会場】協働ステーション中央
●詳細は下記のURLをご覧ください
http://chuo.genki365.net/news/hp0001/
index00440000.html

（20名様限定）
【問合せ】NPOサポートセンター
電話：03-3547-3206
http://bit.ly/18GZjiy

登録団体の皆様からのイベント情報を募集しています。
info@kyodo-station.jp までお知らせください。
※紙面やスケジュールの都合で掲載できない場合がございます。
ご了承下さい。

地域と関わることの魅力に共感！

vol.

1

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

協働ステーション中央
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア2階

人形町通り

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

駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮下さい。

交 通 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

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 ※会議室の利用は 9:00 〜 21:00（要予約）
休 館 日：月曜、年末年始、施設点検日

出口２

至 馬喰町
出口１

至 人形町

