
 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

2017 年 2 月 11 日（土・祝）・12 日（日）、

大井町「きゅりあん」にて、品川区消費生活・

社会貢献活動展が開催されました。消費者団体

と社会貢献団体の垣根を越えて、多岐にわたる

分野の団体が集合。お互いに交流を深めるとと

もに、さまざまなステージや料理・工作などで

楽しい時間を過ごしました。2 日間の来場者数

は 2,600 名以上。今号では、当日の写真と、

パンフレットから抜粋した団体紹介およびコ

メントを掲載します。 

 

 

 

 

 

ゆたかな暮らし つながる地域 201７ 

品川区消費生活・社会貢献活動展 開催報告 
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こどもたちでにぎわうものづくり教室(コアネット) 健康大学しながわ企画運営委員会によるステージ 

7 階イベントホール。今年も多くの方が来場されました 挨拶する実行委員長の村山勝彦さんと、ゆるキャラたち 



当日参加

団体紹介 

IWC 国際市民の会 

 

世界の現状に深い関心を

持ち、日本語教師養成講座

等を行っています。 

ウェルカムセンター原・ 

交流施設運営協議会 

 

地域コミュニティ支援と多

目的室の貸し出し運営など

で交流の拠点として活動。 

荏原ほっと❤サロン 

  

トリム体操・囲碁・書道・

輪投げ･･･高齢者が気軽に

参加できます。 

大井ハーモニーメイツ 

 

シルバー大学・うるおい塾

卒業生のハーモニカ愛好者

グループ。 

家庭倫理の会品川区 

 

生活倫理相談士が夫婦、親

子、子育てなどの相談をサ

ポートしています。 

川崎市民石けんプラント 

 

一般家庭の廃食油を回収

し、石けんや燃料にリサイ

クル！ 

関東電気保安協会 

東京南事業本部 

 
地域のみなさまに広く電気

の安全・省エネの普及活動

を展開しています。 

協働ネットワークしながわ 

 

どなたでも入れる会員制ネ

ットワーク。施設見学、学

習会など開催。 

協働まちづくり 

 

健康で楽しく暮らせるま

ちづくりに向け、助け合い

と交流の活動を実施。 

喜楽会 

 

伝統芸能「南京玉すだれ」

で健康に! 東北の施設訪問

も毎年実施しています。 

暮らしのＩＴ普及会 

 

活動拠点は、こみゅにてぃ

ぷらざ八潮。高齢者の IT に

ついて情報啓蒙活動。 

グループ和 

 

毎月第 2 第 4 金曜日、区役

所で着物・帯のリフォーム

を行っています。 

健康生きがいづくり 

品川協議会 

 
人生は二幕目がおもしろ

い。会社勤務や子育て卒業

後のシニアを支援。 

健康大学しながわ 

企画運営委員会 

 
健康大学しながわの卒業生

が、健康づくり活動を通じ

て、地域社会に貢献。 

コアネット 

 

企業 OB の経験と知識を活

かし、人づくり、ものづく

りの支援活動を展開。 

子ども若者応援ネットワ

ーク (1 日目) 

 
しながわチャイルドライ

ン・夢の地図・ウ―ヴの 

3 団体で出展しました。 

子ども若者応援ネット

ワーク(2 日目) 

 
教育サポートセンター

NIRE、ふれあいの家-おば

ちゃんち、パルレ。 

こみゅにてぃきゃっと

SHINAGAWA 

 
飼い主のいない猫との共生

モデル事業を推進。相談、

啓発活動などを実施。 

 

木もれび 

 

地域の皆様に野菜中心の日

替わり定食とお弁当を販売

しています。 
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さぽうと 21 

 
日本に定住する難民や日

系人の生活相談、就学支

援、日本語教室など。 

産後ドゥーラ協会(産後ド

ゥーラ大崎カフェ) 

 

母となりゆく女性を支えま

す。子育て、家事、相談を。 

シービー・シナガワ 

 
「コミュニティ・ビジネス」

でまちおこしを！ 創業の

仲間づくりをお手伝い。 

品川アフリカへ毛布をお

くる会 

 
アフリカ諸国の人々の毛布の

ニーズに応えています。 

品川区商店街連合会 

 

キャラクター創出で小規

模商店街の元気づくり。観

光ガイドやマップ作成も。 

品川区消費者センター 

 

消費者と事業者間のトラブ

ル解決のお手伝いをしてい

ます。 

品川区シルバー人材セ

ンター 

 

高齢者の仕事・生きがいづ

くりを応援しています。 

品川区清掃事務所 

 

東京湾の最終処分場はあと

50 年で満杯！資源の分別で

持続可能な資源利用を！ 

品川区町会連合会・青少

年対策地区委員会連合会 

 

区の 203 の町会･自治会

は、身近な心強い味方です。 

品川区ひとり親家庭福祉協

議会（品川区 with） 

 
ひとり親家庭のためのプロ

グラムなど。第 3 日曜日定

例会。 

品川区保健所  

 

ハチ・ねずみ・ダニ、貯水

槽の管理。日常生活におけ

る相談に応じます。 

品川区保護司会 

 

罪を犯してしまった人の立ち

直りや非行のない地域社会を

目指しています。 

品川区民生委員協議会 

 

介護や子育て、高齢者の健

康・生活の身近な相談相

手。 

品川区をよく知る会 

 

団塊の世代を中心とした団

体。活動は多岐。一緒に参加

してみませんか。 

品川ケア協議会 

 

介護職員等への研修、家族

介護者応援講座は大変好

評をいただいています。 

品川建設防災協議会（緑の

会） 

 
品川区の防災活動等に協力す

る建設業者の中の造園の有志

の会です。 

しながわCSR推進協議

会 

 

企業と区との協働で「私た

ちのまち、品川区」を目指

して活動しています。 

しながわすまいるネット

運営委員会 

 
社会貢献団体、町会・自治会、

趣味のサークル…区民の活

動を支援します。 

品川生活学校 

 

身近な消費者問題につい

て講演会、勉強会、講習会、

バザーを開催しています 

品川たすけあいワーカー

ズ・たんぽぽ 

 
住みなれた地域で自分らしい

生活を…自立支援サービスと

お弁当・惣菜の販売を実施。 
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しなが和ねっと 

 

うたけん、ハモけん、ベル

けん、音楽好きの方、お仲

間になりましょう。 

しながわ花海道 

 

勝島運河の土手をお花畑

に、春は菜の花、秋はコス

モスを咲かせています。 

品川ボランティアセンター 

 

区内の福祉系ボランティ

ア活動の拠点。ボランティ

ア保険の加入受付も。 

しなやかネット 

 

高齢者・障がい者向けのパソ

コン、スマホ、IT 講習会、勉

強会、訪問相談など。 

シニアコンシェルジュ協会 

 

シニアの暮らしとお金の問

題をシニアの側に立って一

緒に解決します。 

市民後見人の会 

 

認知症高齢者等の成年後見

や、「市民後見人」の育成で

福祉を増進。 

人工聴覚情報学会 

 
乳幼児の難聴の早期発見 

と早期措置のサポートを 

医療機関と連携して！ 

生活と環境を考える会 

 

安全な食生活と環境の推進

セミナー開催。地域ボランテ

ィア活動にも参加。 

清泉女子大学 チアリー

ディング部 S.S.S. 

 
大会やイベントに向け日々

練習している成果を、今日

は品川区のみなさまに…。 

清泉女子大学ボランテ

ィアセンター（SEO） 

 

フェアトレード、エコキャ

ップ回収などを実施。外国

の人との協働も進めます。 

成年後見人アワーズ 

 

社会福祉士、精神保健福祉

士、弁護士、行政書士が成

年後見人としてサポート。 

種のアトリエ 

 

パペットシアターの開催な

ど、一般市民を対象に創作活

動で人と人をつなぎます。 

だれもがともに連絡会 

 

違いを知り、差別や偏見な

く、共に生きていける社会

の実現を目指します。 

田老町漁業協同組合 

 
岩手県宮古市田老町漁協自

慢の「真崎わかめ」… 

漁師の心を込めました。 

東京ガス 中央支店 

 

「安心・安全・信頼」をキ

ーワードに持続可能な社

会づくりに貢献。 

東京サラヤ 

 
自然から得られる資源の大

切さを伝えるため出前授業

などしております。 

東京第四友の会 城南方面 

 

衣・食・住・家計・子ども

について年代を超えて共に

学んでいます。 

東京電力エナジーパー

トナー 

 

電力自由化に伴い、お客さ

まの使用スタイルに合わせ

たメニューを紹介。 

東京都生活文化局 計量

検定所 

 

計量の適正な実施のため、

啓発活動などを実施。 

東京都水道局品川営業所 

 

水は私たちの生活に欠かせ

ない、大切な、限りある資源

です。 
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