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中央区の社会貢献活動をつなぐ
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学びの秋、協働の季節

「さまざまな主体」による地域協働
地域の課題解決へ向けて、さまざまな主体がスムーズに連携するために、協働ステーション中央が
行っている活動の一部をご紹介します。
企業からの地域活動に関する各種相談を受け付けています
中央区内では、約700のNPO法人が存在し、41,000を超える企業に70万人以上の方
が勤務しています。昨年、東京都の助成を受けて、区内の企業とNPOのマッチングの
仕組みづくりに必要な検証・実践を行い、協働の実現に必要な「スタートガイド」を作
成しました。
企業の方の「ボランティア活動」、
「NPO等の社会貢献活動団体との協働に関する各
種相談」
を受け付けています。協働に関心のある方は、お気軽にご相談ください。

取組内容

他区の行政担当者との情報交換会を開催
平成23年度から実施している中央区と社会貢献活動団体との協働提案事
業は、今、3年目の事業がスタートしています。9月10日には、4年目に向けた
提案の公開プレゼンテーションを実施しました。
8月6日（火）、今後の協働提案事業のあり方を検討するため、
これまで協働
提案事業の見直し・検討・再募集等を行った新宿区・世田谷区・杉並区・台東
区の各自治体の担当者を交えて情報交換会を開催し、協働提案事業におけ
る、各区の課題整理や工夫している点等について意見交換を行いました。
今後も、中央区が目指す「都心型協働社会」の実現に向けて新たな仕掛け
を進めています。

市民活動ちょっとコラム
まちの市民活動紹介

自治体と市民＜協働事例＞

「中央区内の被災避難者を支援するシニアの会」
（略称、支援シニアの会）
交流・憩いの場「がんばっぺ〜中央・佃シニアサロン」皆川 靱一さんより
「もんじゃは初めてだが、
うまいね」、
「ワイワイ自分でつくって食べるから、楽しいなぁ」。テー
ブルを囲み、
こんな会話や笑顔の触れ合い場面が、
「がんばっぺ〜」では見慣れた情景に
なっています。
ところで、今でも都内に約8,000人、中央区内に80人を超す避難者が暮らしていることをご存知
でしょうか？ その方々が帰還できる日まで、心に寄り添い、異郷で安心して生活できるように支
援をしよう―それが、私たち「支援シニアの会」の基本姿勢です。
シニア仲間と
「がんばっぺ〜」を旗揚げして、早１年半。もう通算８回目に。最初は、避難者へど
う情報を届けたら良いかわからず、初会合の参加者は、ボランテイア市民40人に対して、避難
者はたったの１人だけ。思い付いた秘策が２つ。地元月島名物・庶民の味もんじゃ焼きの登場
と、中央区内の企業との協働・連携です。それが功を奏し、日本橋兜町に本社があるブルドック
ソース株式会社の全面的な協賛を得てからは口コミ
で広がり、参加者は増える一方。中央区内だけでなく
都内各区から毎回平均10家族、20人超の避難者を含
め総勢50人前後でワイワイしています。
次回は11月９日
（土）。興味を持たれた方なら、
どなた
の参加も大歓迎です。
http://ameblo.jp/tsukuda-to-scandinavia/

「ガバメント 2.0」に向けた千葉市の取り組み

ちば市民協働レポート
「ちばレポ」

2009 年にオバマ大統領が「オープンガバメント」を提
唱してから、アメリカなどでスマートフォンのアプリを
利用して市民の街づくりへの参画を促す「ガバメント
2.0」への取り組みが行われています。
日本でも千葉市が「ちばレポ」と名付けられた実証実
験を行っています。8 月 17 日には、千葉市長が 30 人
ほどの市民や市議と一緒に街を歩き、問題点を発見し
てスマートフォンなどでレポートする「市長とまち歩き」
というイベントが行われました。参加者は「道路への
見方が変わった」と感想
を述べ、道路の維持管
理など市政に対して参加
者の理解が深まることが
今後期待できます。
（参考：市長のブログ）
http://kumagai-chiba.
seesaa.net/article/3722
93200.html

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25年度 実施報告

協働提案
事業レポート
夏休みにプロのアナウンサーが教える

朗読ことば劇場

実施団体 NPO法人国際朗読ことば協会

て、元小学校教諭で、
ことばの先生として講

いました。

演をされている長籐謙三先生による
「ことば

前回好評だった、
ことばの先生、長籐先生と

遊び」や「早口ことば」が行われました。

一緒に読み合いです。２回目とあって子ど

■実施までの経緯

最初は恥ずかしそうに声を出していた子も、

も達からも内容につっこみが入るなど、楽し

現在、子どもたちは携帯電話やインターネット

楽しみながら声が段々と大きくなり、互いの

いウォーミングアップとなりました。その後

担当部局 教育委員会事務局図書文化財課

など、本以外の多くの情報媒体に囲まれてい

息が合って声出しが熱を帯びていく様子は、

は発表前の練習です。欠席の子の読む予定

ます。子どもたちの「活字離れ」や、
「国語力の

後ろで見ている保護者や関係者の大人たち

だった担当部分を、同じグループの子が

低下」が心配される中、
「自分の意見を整理し

も引き込まれるものが有りました。その後、

フォローして代わりに読むなど、集団への思

て話す力」
「口頭で表現する力」をどのように

声を出す楽しさを体験した子ども達は、学

いやりも芽生えているようでした。

学ぶかが大きな課題となっています。

年ごとのグループに分かれて課題図書の朗

今回は発表会も兼ねていたので、お父さ

区内に３カ所ある図書館でも、子どもたちの

読練習を行いました。ウォーミングアップの

ん・お母さんだけでなく、おじいちゃん・お

読書意欲を高めるようなプログラムを実施し

ばあちゃんも参加され、全体で82名が集ま

ていますが、更に魅力的で新しいプログラム

りました。お父さん達は、我が子のイキイキ

を求めていました。

とした表情の朗読発表の姿を逃すまいと、

協働事業に提案したNPO法人国際朗読ことば

写真やビデオ撮影を担当。

協会は、プロのアナウンサーや元小学校教諭、

発表後の、朗読をやってみた感想を話す読

朗読インストラクターなどの指導のもと、子ども

後スピーチ会を行いました。参加した子ども

達も読み合うワークショップを実施しています。

達の姿を見ると、表現力だけではなく、人前

今回はこのワークショップ形式によって、子ど

に出て発表する自信が付いたようでした。

も達に表現力・読書力を向上する機会を提供

最後に、団体から朗読の披露と蔭山武人理
効果もあって、子ども達は、課題図書を1人

事長による朗読を楽しむミニ講座が行われ

でも大きな声を出して朗読していました。

ました。素晴らしい朗読に、保護者の方も頷

時折インストラクターから「そこはもっと楽

きながら聞き入ってました。

しそうに。例えば大好きな食べ物がでてき

終わった後の子どもたちの達成感に満ちた

た時に、“おいしそ〜”って言う時みたいに」

ホッとした笑顔がとっても印象的な朗読こ

小学校1〜3年生を対象に夏休みの期間に2回

などと、気持ちを込めた表現のアドバイス

とば劇場でした。

に分けて開催した「朗読ことば劇場」。

に、子ども達は“嬉しい”という気持ちを目一

7月27日の第1回では、子ども達に楽しく朗読

声を出し、時折体を使いながら表現する姿

してもらうために、表現する力を自然に学ぶこ

をみていると、読書は良い本を読ませるだ

とをテーマとし、小学生41名が参加しました。

けではなく、読み方を楽しく教えることも重

小学校低学年ということで、保護者の方と一

要であることを強く認識しました。

する
「朗読ことば劇場」を開催しました。
■楽しく表現力・読書力をアップする体験型
ワークショップ
第1回（7/27）
「ことば遊び、早口ことば」

杯に出して朗読していました。

緒に参加した子どもが多くいました。
まずはじめに朗読のウォーミングアップとし

第２回（8/24）
「グループごとに朗読発表」
第2回では、グループごとに朗読発表を行
いました。前回から約1ヶ月をおいて開催さ
れましたが、子ども達にはその間、課題図書
を自宅で読んでどんな気持ちになったのか

NPO法人国際朗読ことば協会

を感じてもらうための宿題が出されていま

2000年設立。元NHKアナウンサーを中心
に、
「朗読・ことばの力で社会を明るく、読み
手も元気に」をモットーに楽しく、朗読・読
み聞かせを「幼稚園・小学校・高齢者施設」
などで活動している。

した。
団体の朗読インストラクターを見るなり駆
け寄って
「練習してきたよ、聞いて聞いて」
と
自分から進んで読み始める熱心な子どもも

企業が取り組む地域貢献活動
協働ステーション中央では、区内企業の地域貢献活動について、担当者に取材をしてい
ます。企業が社会貢献活動をする際に、他者と協働した事例も交えながら、企業が協働
する際に求める要件も盛り込んでお届けします。
企業取材＜第1回＞

株式会社アルビオン

（※）事業所内保育所「Kuukids」
（クーキッズ）

総務部CSRグループ
小池愛美氏、土倉真紀氏

返しできる取り組みとして、2009 年に設立。

多様なライフスタイルを持つ地域社会に恩
実際に化粧品会社として本業の化粧品の販

左奥：小池氏、左手前：土倉氏（アルビオン本社内）

売部門である美容部員のキャリアの継続と
アルビオンさんとの繋がりは、中央ぷらねっ

いう側面からも保育所は求められていまし

と（中央区社会貢献企業連絡会）の定例会

た。地域性を踏まえ、土日祝日を含む毎日

アルビオンさんの、地域活動でも企業活動

でお会いしたことがきっかけでした。公園緑

21:00 まで開園し、提携した他企業社員も

と同じように一過性ではなく、「継続するこ

化活動や、学校での講座活動をはじめ、地

利用できる環境も整っています。

と」が必要だというコメントが印象的でした。

域貢献活動に積極的に取り組んでいると伺

そのために必要なものは、「社員の参画機

い、記念すべき第１回に取材をお願いしま

■企業と NPO の協働

会を提供する努力」という積極的な意見も

した。

同じ銀座地区で活動している「NPO 法人銀

いただきました。

座ミツバチプロジェクト」で採取されたはち

担当のお二人からは、「どのような地域活動

■地域貢献に関する活動

みつを化粧品の原料に配合した「イグニス

ができるのか、ニーズは変化するので、私

取材当日は、企業が運営する事業所内保育

のボディケアシリーズ」
を開発。企業からは、

たちも試行錯誤しながらすすめています。

所「Kuukids」
（※）の 園 児 た ち が、NPO

屋上緑化や採蜜活動に社員の人的支援、ミ

お勧めの地域活動が有れば、提案をお待ち

法人銀座ミツバチプロジェクトの活動場所で

ツバチの巣箱の寄贈、事業所内保育所の園

しております。その時は、協働ステーション

ある、紙パルプ会館を訪問。除草のために

児たちの見学企画などで連携しています。

にも同行させていただきました。

その他、こんな質問もしてみました。
Q：地域活動で、気を付けている点は？

団体

中央さん、間に入ってコーディネートしてく
ださいね」とのコメントをいただきました。

草を食べるヤギや、ミツバチの巣箱の見学

その他の取り組

A：「継続性があること」「自己満足になら

み「CSR ―アル

ないこと」「Win-Win の関係が成り立つ

ビオンの社会的

こと」

責任」について

はこちらをご参
Q：NPO 等と連携する際、連携相手に求め
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「Kuukids」の園児とヤギとの触れ合い（銀座 紙パルプ会館）

ることは？

照ください。

A：「Win-Win の関係が成り立つこと（双方

http://www.

の目的や趣旨を理解し合い役割を分担

albion.co.jp/

し、活動を進められること）」「連携分野

company/csr/

に関する専門性」「運営組織に信頼性が

銀座のはちみつを配合した
「イグニス」Ｈボディケアシリーズ

あること」「継続性があること」

新規利用登録団体紹介 （平成25年度）
●一般財団法人 市民救助員ネットワーク

●中央区森の応援団

●NPO 法人 就職安心塾

心臓が原因の突然死が年間 6 万件、一日に

「中央区の森環境ふれあい村構想（※）
」の実

以下の事業を行い、地域社会の雇用の安定や

170 人が亡くなってます。ところが日本の救命

施プログラムを、区と檜原村と一緒に考えてき

企業における人材活性化の支援を行い、地域

率はわずか 8％です。救命率は倒れて最初の 5

た区民委員が中心となり 2013 年 4 月に設立し

経済の発展に貢献することを目的としていま

分で決まります。しかし 119 番通報から救急隊

ました。私たちが感じた「中央区の森」を含

す。

の到着まで 8 分以上かかる今、誰かが 5 分間

む檜原村の素晴らしさを広く区民の方に知って

・失業者や転職希望者には就職支援、転職支

に処置をすれば救命率は上がるのです。誰が？

いただきたく、区と協定のもと活動しています。

援のための個別相談や研修の実施。
・仕事をめぐる環境は変化しています。これま

一般市民による救急救命処置が必要なのです。

「中央区の森」や木製品の素晴らしさを知って

消防や日赤などで、年間 200 万人以上が救急

もらうためのセミナーの開催、植樹や間伐な

救命講習を受けています。でも 8％です。救命

どを体験しながら檜原村の方々との交流を図る

充実した働き方を目指す人々のためにキャリ

の知識があってもいざとなると、行動ができな

ツアーの開催のほか、間伐材の普及に向けた

ア研修や個別相談を行っています。

い。現状の教育システムに問題点を感じて、マ

アイディアを区民から募集し、試作品を作るこ

ンツーマン指導や遭遇しそうなシナリオによる

とで区民・事業者・区の関係部局に働きかけ

実践教育で、知っている人ではなくできる人を
育成し、「市民の手で市民を守る」ネットワー

ていきます。

（※）「中央区の森環境ふれあい村構想」

での仕事を続けていくわけにはいきません。

・企業にとっては人材の活性化が急務です。
従業員のためのキャリア開発研修による従
業員モラールの向上の支援をしております。
・将来自分がどんな職業に就くべきかを早くか

クの構築を目指しています。

区が地球温暖化対策として実施している「中

ら考えるためにキャリア教育（出前教育）を

http://cls.or.jp/index.html

央区の森」事業のひとつです。

行います。
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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

市民活動入門講座 2013.08.03.Sat.

NPOサポートセンター

パパ meets 社会貢献

NPOキャリアカレッジ説明会
NPO/NGO スタッフへのキャリアチェンジを応援。
在勤・在学の方でも参加できる研修で、「社会
貢献を仕事にしたい」あなたの夢をバックアッ
プする「NPO キャリアカレッジ（第 2 期、10 月
26 日開講）」説明会を 9 月 19、26、28 日、10
月 5、9 日に行います。
（いずれも同内容、各 2 時間）
詳細は下の URL をご覧ください。
http://npo-sc.org/NPOcareer̲college/
about.html

講師：石川 貴志さん
中央区勝どき在住、パパトレ（社会と繋がる
パパの会）代表

「体重が増えたので、体を動かしたいね」と近所
の人と話してすぐ、毎日曜日にエクササイズの会

お寺で縁結びコンなど、面白いお話が盛りだくさんでした。

を始めた石川さん。近所の人も、一緒にエクサ

今後の予定

サイズするだけでなく、次々人を呼び仲間が増

協働のための企画づくり講座

え、他のことでも声をかけあって一緒に行動する

これだけは知っておきたい！

ようになり、素敵な地域のコミュニティができあ
がりました。
勤務先ではなく住んでいる地域で仲間を見つけ、

相手が共感したくなる
企画づくり

行動することで、地域はもっと楽しくなり、活性

企画づくりへの思いはあるが、具体化になら

化します。協働ステーション中央では、仲間を

ないとお悩みの方必見！伝わる企画の作成に

ボランティア・インターン募集情報

必要なポイントを押さえた上で、実際に企画

見つけるお手伝いをしています。

を具体化して、地域の課題解決につながる提

十思カフェ第26回

2013.08.22.Thu.

十思カフェ風 パワーランチタイム

相談する場も設定します。
この機会に、実践を

日本橋のお寺を拠点にした

通じて相手が共感したくなる企画づくりを学

『地域で新しい知り合い』を
つくる魅力

びませんか。
【講師】

ゲスト：藤井 教祥さん
身延別院

案書を作成します。実際に提案される方には、
個別相談によるブラッシュアップ、関係者との

①10月23日（水）、③11月6日（水）
金子 晃彦氏 シュハリ㈱ 取締役

青年会代表

毎月一回、ランチを食べながら地域で活動してい
る方のお話を聞き、その後交流会で盛り上がる十
思カフェ。8月は、小伝馬町にあるお寺、身延別院
の青年会代表の藤井さんのお話を伺いました。
今月は16名もの方が参加され、中央区外の方も
半分以上いらっしゃいました。NPO団体の方以外
にも、中央区に引っ越したばかりで、友達をつくり

②10月30日（水）
久恒 啓一氏 多摩大学経営情報学部教授・学部長
④12月4日（水）
平野 マユミ氏 ㈱クリエイティブPR 代表取締役
⑤1月22日（水）
平野 豊宏氏 ㈲ハガレックス・ジャパン 代表取締役
【日時】10月23日〜1月22日 ＜全５回＞

たいという方もいました。

※いずれも18：30〜20：30

お寺はもともと、地域の人が遊びに来る場所。信
仰の有無や、宗教の違いに関わらず、気軽に来
て、イベントを楽しんで行ってほしいそうです。中
央区に引っ越して来たばかりの人や、近所で知り
合いを増やしたい人は、ぜひ身延別院に遊びに
行ってみてください。
こうして、地域の拠点や人や団体どうしのつなが
りが、毎月、十思カフェで生まれています。

【会場】協働ステーション中央
【費用】無料
【申込・問合】協働ステーション中央
※下記にご連絡ください。

■sopa.jp
ウェブサイトを作ることの出来る方 / ワークショッ
プやイベントの運営補助 /HP 掲載文書の作成。
http://monju.in/detail/view/57
■トリトン・アーツ・ネットワーク
第一生命ホールのコンサートでのチラシの挟み
込み / パンフレット配布、花束受付など / 地域
の幼稚園・小学校・福祉施設などでのコンサー
トの写真撮影 / レポート記入 / 会場設営 / トリト
ン・アーツ・ネットワーク事務所でのダイレクト
メール発送作業のサポートなど / 第一生命ホー
ルオープンハウス・育児支援コンサートのサポート。
http://www.triton-arts.net/ja/supporter/about/
■Art Autonomy Network
広報・記録 / アートアーカイヴ作業（書類の整
理や資料の収集含む）/ ブログ・ホームページ
更新（SNS などの情報発信含む）/ イベント事
業の運営補佐（受付・会場設営・事務ほか）/
展覧会の準備、監視業務など / ゲストやアーティ
ストの対応（外国語のできるひと歓迎）/ ドキュ
メント（スチル、ビデオ撮影）。
http://aanet.exblog.jp/16291441/
■ファミリーハウス
ファミリーハウスは、遠方からお子さんの病気の
治療で東京に来る、お子さんと付添いご家族の
ための滞在施設です。治療中で免疫の下がった
お 子さん や 家 族 が 利 用 する部 屋 の お 掃 除 や
チェックインの準備等。
http://www.familyhouse.or.jp/shien/
shien̲04.html

登録団体の皆様からのイベント情報を募集しています。

※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。
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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

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/
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
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

至 昭和通り

大安楽寺
出口４

出口２

出口 ３

出口１

江戸通り

至 馬喰町
至 人形町

