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■Himemama（ヒメママ）

第2回日本橋エリア日本酒利き歩き、
地域×企業のコラボ大好評！

ママであり一人の女性であり続け
る志の高い女性を応援するため、

4月18日
（土）
、
日本橋エリアで開催された
「第 2

親子の学びの場などを提供する

回日本酒利き歩き」
。前回の 10月11日の開催に

「すくすくサロン」の運営や、骨盤

続き、
協働ステーション中央では、
主催者である

矯正ピラティスなどの美活トレー

日本橋日本酒プロジェクトの方からの相談を受け

ニングを実施しています。子育て

て地域の方と企業とをマッチングし、
関連イベン

やママ支援活動を通し、子育てし

ト開催に向けた調整などを行いました。参加者

な がら輝く素 敵 な マ マ の 輪を広

は 3,500 名以上。前回の倍以上の参加がありまし
た。日本酒をきっかけに、
日本橋エリアの多様な
側面を知るいい機会となりました。次回開催は
10月上旬の予定です。
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新規利用登録団体紹介

協働ステーション中央のコーディネート事例

どうせなら職場近くで社会貢献！

地域の課題解決に、自分たちの力を活かす「協働」

げ、子どもと一緒にできることを増

開催情報：
http://sasas.jp/blog/
event/kikiaruki2015.html

やすための活動をしています。

協働ステーション中央では協働事業提案の相談を随時受け付け

活かし、相乗効果を生む事業

https://himemama.com/

ています。協働事業とは、
行政サービスをよりきめ細やかに提供

を提案する必要があると考え

するため、NPO 法人やボランティア団体等の社会貢献活動団体

ます。

協働ステーション中央

報告動画：
https://youtu.be/VkqsJYUz8Mo

【社会貢献活動サポート相談】
お問合せ

03-3666-4761

貧困を超えて子どもに夢と希望を―
NPO法人キッズドアのキャリア教育支援

と区が力を合わせ、公共的な課題解決へ取り組む仕組みです。

中央区が協働する意義

事業構築をする前に

中央区は、
多様で複雑化する区民ニーズにきめ細かに対応する

NPO は、高齢者、
障がい者、
子育て、
防災、環境など、
さまざまな

ため、
NPOと協働し効果的な対応策を創出したいと考えていま

社会課題を解決しています。行政が政策の対象とはしていな

す。また、
地域活動への主体的な区民参画の促し、
さまざまな団

い、
しかし、見過ごすことのできない課題を解決し、人々の賛同

体が力を出し合い地域力が向上されることも期待しています。

の輪を広げながら活動しています。
協働ステーション中央

東日本大震災等によって高層マンションにおける防災の問題

登録団体である『NPO

が社会全体の問題として認識されつつあるなかで、中央区でも

法人キッズドア』（東京

平成 24 年度に
「マンションにおける防災訓練の活性化」「マン

都中央区）は、子ども

ション住民と近隣住民の防災意識の向上」をめざした協働提

の貧困をテーマに教育

案 事 業「イ ザ！カ エ ル

支援等を行っています。

キャラバン！」を 採 択

中央区でも協働事業提

しています。協働事業

案制度に採択されるな

の構築にあたっては、

ど精力的に活動してい

【編集後記】

厳しい暑さが続きますね。皆さんはこの時期をど
のように楽しんでいますか。私は最近、江戸の歴
史と新しい文化の芽吹きを同時に感じられる、区
内の街並みやイベント散策を楽しんでいます！
イベントづくりや文化の保護に積極的に関わっ
ている住民の方と中央区が、
さらにつながって協
働できたら素敵だなあと妄想しながら…皆さん
もぜひ！
（み）

このような社会状況や

ます。今回さらなる事業展開とし

希望をもってほしい――団体活動

ニーズを的 確 に捉え

て、東京都との協働事業が実現し、

から、貧困問題の現状と解決に

な が ら、役 割 を 分 担

都立青井高校でのキャリア教育支

向けた具体的な方法など、運営

し、
それぞれの強みを

援事業に参加してきました。個性

スキルを学ぶことができました。

溢れる高校生に圧倒されながらも

（協働ステーションインターンシッ

自身の学生生活をお話させてい

プ生 大城美空）

ただき、彼らとともに高校へ通う

http://www.kidsdoor.net

区の統計や基本計画を通じて把握することができます。
2. 公共性があるか
区全体に便益が及ぶ事業であることが大切です。
3. 課題解決の実効性があるか
行政課題が解決される事業内容であることが大切です。
4. 費用に妥当性があるか
事業内容に即した費用計上と金額の妥当性が大切です。
5. 団体に事業遂行能力はあるか
企画を実際に遂行できる組織体力があることが大切です。

まちの 市 民 活 動 紹 介

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。

一般社団法人

はGoogle Apps for Education活用マスター認定講座の

みらいウェブ推進協会

開催を予定しています。

協働ステーション中央の登録団体である
「一般社団法人
みらいウェブ推進協会」
。

至 秋葉原

協働ステーション中央

ICT（Information and Communication Technology）を

〒103-0001

活用し、組織や地域の活性化、業務・広報の効率化を図り

東京都中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア2階

別館

大安楽寺
出口４

至 昭和通り

江戸通り
出口 ３

小伝馬町駅

身延別院

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
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

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

1. 行政課題に合致しているか

意味を考えました。貧困によって
進学を諦めることなく将来に夢と
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事業構築の際に押さえたい 5 つのポイント

詳細はウェブサイト
（http://www.miraiweb.org/）また
は029-860-1585(団体)までお問合せ下さい。

たいすべての方に、最先端の情報を初心者にもわかりや
すく伝える活動をしています。
国立情報学研究所が開発・提供する情報共有基盤シス
出口２

至 馬喰町

テムNetCommonsの操作トレーナー認定講座の開催、
教育の情報化事例集（Kindle版）の発行、
さらに７月から

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

REPORT

企業が取り組む社会貢献活動

あらゆる立場をこえて、地域や社会のことを気軽に話せる“十思カフェ”

協働ステーション中央では、区内企業のさまざまな地域貢献活動を取材しています。
今回は理容業のスキルを活かして地域貢献を行うヘアサロン大野グループ株式会社の事例です。

■十思カフェとは
月1回お茶を飲みながら、地域や社会のことなどを話し合い、

■何かを始めたい人・仲間をつくりたい人を
サポートする入口

気軽に交流を楽しむ集まりです。入退室も自由。毎回さまざ

十思カフェの参加者は、延べ761名に及んでいます。
「引っ越し

まなテーマでゲストを迎え、新しい気付きやつながりが生まれ

て間もないため周囲に知っている人がいない」
「地域で何かを

ています。

始めたい」
「こんな情報を発信したい」など、さまざまな思い

平成23年7月から始まったカフェも4年目を迎えました。平成

で参加し、積極的に交流しています。

26年からは月島地区での出張開催など、新たな展開も始めて

また、過去に協働ステーション中央の講座を受講したことが

います。

きっかけで十思カフェに登壇した方もいます。このように、個
性や能力を発揮するステップ機能も果たしています。

企業取材 第 9 回
ヘアサロン大野グループ株式会社（日本橋本町）
代表取締役社長

大野 悦司

■介護の疲れをリフレッシュ
してもらう
「ピアサロン」
ピアサロンは、
家庭で介護をしている
方々の悩みを軽くできる場所です。日

■社是にもある理念
「最高の技術で社会に貢献」
昭和9年創業、日本橋で理容業を営んで

頃の介護疲れをリフレッシュしてもらう
機会として、平成 23 年 10月から開催し
ています。
「地域懇談会」でこのサロン

います。お客様にリラックスしてもらえ

の存在を知って以降、
社員がボランティ

るよう、高級感あふれる個室空間で、最

アに 赴 き、介 護 者 の 方々に 手 や 肩 の

新かつ高度な技術でお客様に個別に対

マッサージを施し、
リフレッシュしてい

応しています。ヘアデザインだけでな

ただく活動を行っています。

く 、エステやネイル 、スパなどの 各種
サービスも行っています。平成26年度に

■ マッサージを通しての地域貢献

は東京都中小企業技能人材育成大賞

今回のように、
地域の方から機会をい

知事賞を受賞しました。社是は「理容に

ただき、
勤めている地域に恩返しがで

於ける最高の内容と品質を高める為、

き、
とても幸せです。社員もまた、
マッ

常に努力し社会環境に貢献しよう」。今

サージを行いながらリラックスした介護

回は日本橋おとしより相談センターで

者の方と話をし、
地域のことなどを教え

開催している「ピアサロン」についてご

ていただいています。今後も日頃研鑽

紹介します。

している技術を地域で活かしていきた
いと考えています。
ヘアサロン大野グループ株式会社

■平成27年度のテーマは
「個人」
「企業」
「地域」
協働ステーション中央では、個人・企業・地域への関わりを深
めていけるよう、次の取組みを進めていきます。

http://www.hair-ono.com/

≪参加者の声≫

日本橋おとしより相談センター

◎ 初めて参加しましたが、地域で色々な活動をしている方

http://www.nihonbashi-med.com/

に会えてよかった

soudan.html

◎ 実は同じマンションに住んでいる方と出会えました
◎ 何かしたいと思っていたけれど、色々相談できる場所が

地域

個人

あることを知りました

企業
■次回開催は8/26
「みんなで考える、
まちの今とこれから」
【個人】

8月開催の十思カフェは 8月26日
（水）18：30 から20：30で開

協働ステーション中央 《 イベント告知 》
子育て支援運動教室

①希望する種目名（表から選択）

≪親子で遊ぼう≫ 参加者募集！

②子ども氏名（ふりがな）生年月日・年齢・性別・幼稚園か

協働ステーション中央登録団体
「中央区地域スポーツクラブ

③保護者の氏名
（ふりがな）年齢・性別

大江戸月島」が、平成 27年度協働事業として初の“幼児向け”

④住所

運動教室を開催します。親子で楽しく体を動かすいい機会で

⑤電話番号

す。ぜひご参加ください。

⑥メールアドレス
（パソコンメールを受信可のもの）

象］ 区内在住、在園 3 〜 6 歳の未就学児
（平成 21年

催します。

動を紹介し、
活動のきっかけを提供できる企画していきます。

50 回目となる今回のテーマは「みんなで考える、
まちの今とこ

［ 参 加費 ］ 各種目4,000 円
（全 8 回）

れから」企業や役所に勤めていたり、
子育てや介護をしていた

［定

中央区内の魅力ある行事や団体のイベントなど、まちと歴史と

り、ボランティア活動をしていたりする人たちが、
どうしたら気

［申込み］ 8月31日
（月）までに①〜⑥を添えてメール

ひとと触れ合うツアー等を企画していきます。

軽にまちに関われるのか、
そのようなムーブメントをどう生み

（info@chuo-sports.com）にて申込み

出していけるのか、そのために自分たちにできることを、経験

（件名は「子育支援運動教室＋参加希望種目」と

【企業】
区内で働く方々の社会貢献のきっかけづくりとなる企画をして

や立場を問わず楽しく語り合います。後半はできること同士を

いきます。

つなぐ交流タイムもあります。どうぞお気軽にご参加ください。

時間

会場

ビーチバレーボール 9/13、
27、
10/4、11、18、25、11/1、8

13:00 〜 13:45

阪本小学校体育館

野球

9/13、
20、27、
10/11、18、
25、11/1、
8

14:15 〜 15:00

月島第一小学校体育館

フットサル

10/4、11、18、25、
11/8、15、
12/13、20

10:00 〜 10:45

明石小学校体育館

種目

［対

社会貢献に興味関心のある方むけに、
さまざまな人たちの活
【地域】

保育園名

4月2日〜平成 24 年 4月1日生まれの方）
員］ 教室 20 組 40 名
（申込多数の場合は抽選）

してください）

［結

日時（すべて日曜）

果］9月1日
（火）に
メールにて返信します。

中央区 HP
http://www.city.chuo.lg.jp/
kusei/kohokotyo/koho/h27/270711/08̲06/index.html
vol.
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