
東京南部生協 品川支部 

 

40 数年、食品添加物・平

和運動・地域活動・環境問

題に取り組んでいます。 

東京 23 区清掃一部事務

組合 品川清掃工場 

 
毎日 24 時間、区内の一般

家庩ゴミを焼却、発生する

熱を発電や熱供給に利用。 

東京寄席芸能  ゆりか

もめ 

 

一芸をもっている方々の集

まりで、各種施設の慰問な

どをしています。 

AAR Japan 

 

シリア難民支援、ミャンマ

ー帰還民支援など世界 16

ヵ国で支援活動。 

23 区南生活クラブ生協  

まち品川 

 

私たちの扱う品物は、同じ

考えをもつ生産者と一緒に

作った特別注文品です。 

パルシステム東京 

 

食育講習会、防災学習会、

介護学習会などで、安心安

全な暮らしを伝えます。 

福祉工場しながわ 

パン工房「プチレーブ」 

 

手作りの美味しいパンなど
を販売しています。 

プラチナ美容塾 

 
シニアが元気で輝く社会を

目指して美容講座や美容ボ

ランティア育成を実施。 

ボーイスカウト品川６団 

 

子どもたちの好奇心や探究

心にこたえる活動を行って

います。 

街活プランナーズ 

 

品川区の空き家対策事業へ

の支援。今年はマッチング

活動も開始しました。 

まちづくり大井 

 

駅周辺の地区の緑化活動、

まちづくりイベント事業を

企画しています。 

南品川ほっと❤サロン 

 

赤ちゃんから高齢者まで誰

もが楽しく参加できる地域

の憩いの場です。 

みんなの食育 

 

こみゅぷら八潮の喫茶コー

ナーはじめ介護予防事業、

食育人材養成事業を実施。 

むつき会 

 

視覚障害者、重度心身障害

者を対象とした点字・絵本

づくりを行っています。 

明電舎 

 
地域交流活動「明電舎もの

づくり教室」を開催してい

ます。 

もったいない塾 

もでらーと 

 

おばあちゃんの知恵でお裁

縫。ピアノ指導研究から合

宿・交流。それぞれ発展中。 

八潮ハーモニー 

 

キャンドルナイト in 八潮、

八潮合唱団、手づくり工房

などの活動を実施。 

ライフコンシェルジュ 

 

行政書士、司法書士、税理

士、社労士がワンストップ

な対応で相談に乗ります。 

ライフサポート東京 

 

成年後見人等に法人として

230 件以上受任。夢さん橋

でも相談会実施。 

リフォーム OB 会 

 
着物、帯、洋服、ネクタイ

が、コート、ブラウスなど

に変身。毎月 2 回活動。 
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リメママ 

 

月に数回集まって、ママや

パパの服から子ども服をリ

メイクしています。 

 

パンフレッ
ト掲載のみ
の団体 

学研ホールディングス 

 

品川区に本社を置き、教育、

福祉、環境の 3 分野を地域

貢献の柱にしています。 

けめカフェ 

 

多世代がお互いさまの心

で安心して住み続けられ

る地域づくりが目標です。 

品川きつつき 

 

視覚障害者向けに本や雑誌、

新聞などの点訳ボランティ

アをしています。 

品川区青尐年委員会 

 

青尐年の健全育成に向け、

親子がともに楽しめるイベ

ントを展開しています。 

品川こども劇場 

 

舞台や伝統芸能を楽しみ大

人もこどもも成長していけ

る地域づくりを。 

しながわシニアネット 

 

シニアがいきいきと趣味

や地域貢献で社会に参画

できる場を提供します。 

品川女性起業家交流会- 

しな job 

ほぼ一人で奮闘する創業間

もない女性起業家が集い、お

互いを支援。 

品川中途失聴・難聴者 

「ひばりの会」 

聞こえなくなった人、聞こ

えにくくなった人の交流、

手話の習得などを実施。 

城南信用金庨 

 

振り込め詐欺被害防止キャ

ンペーンなどに参加しまし

た。 

清泉女子大学  

清泉 YMCA 

毎週ミーティングを開き

ボランティアやYMCAの

情報を共有します。 

トット基金 トット文化

館 

聴覚障害者の仕事と仕事の

場を提供。また、ろう者劇団

の公演、手話教室も実施。 

西大井ほっと❤サロン 

 

赤ちゃんから高齢者まで、

誰もが楽しく参加できる地

域の憩いの場。 

ハンディ&シニア企画 

 

伝統文化の宝庨、着物や帯

が、リユース、リメイクに

より洋服やバッグに変身。 

LITALICO ジュニア大井

町教室・大井町東口教室 

就学前から高校生まで、ひ

とりひとりに合った学習

やソーシャルスキル支援。 

 

 

 

              素敵なパフォーマンスに来場者のみなさんも大喜びでした  
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東京寄席芸能 ゆりかもめによる 

手品のステージ 

種のアトリエによるステージ リメママ リメイクしたドレスで 

ダンス 

✿ ステージから ✿ 



 

 

 

１日目              2 日目 

   

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 

         

「わ！しながわ活動賞」を受賞した 清泉女子大学 ボラン 

ティアラーニングセンター Seo グループのみなさん 

「わ！しながわ活動賞」を受賞した しながわ花海道 のみなさ

ん。 

落語のたのしみ♪ 

1 日目、6 階イベントホールのステージで

は、立川平林さんによるお金に関するト

ラブルについておもしろ可笑しく楽しみ

ながら対処法を身につける「落語で学ぶ

消費者被害」(写真左上)の一席。集まった

多くの観客の皆様は、ヒントがたくさん

詰まった会話に耳を傾けました。 

2 日目、1 階 小ホールでは、三遊亭究斗

師匠によるミュージカル落語「ピンチを

チャンスに変えるキュートな生き方」(写

真左下)が開催されました。音楽をまじえ

た軽快な話術に、小ホールが沸きました。 
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「わ！しながわ活動賞」 今年の受賞者は…！ 



 

 

 

防災ワークショップ第 4 弾 

「見る・触れる・考える」品川の防災 

-しながわ防災体験館とワークショップ- 

 

2017 年 1 月 17 日（火）、防災ワークショ

ップを開催しました。まず、しながわ防災体験

館で、防災映画の見学や AED・スタンドパイ

プの体験プログラム。その後は、研修室に移動

して、品川区内 3 地区の防災についてワークシ

ョップで学びました。 

前半のしながわ防災体験館では、どのように

災害に備えるのか映像で学ぶとともに、AED

の使い方や、スタンドパイプによる放水を体験。

AED は音声ガイダンスに従って対応すれば難

しくないことが分かりました。スタンドパイプ

による放水は思ったより水圧が高いことを感

じた方が多かったようです。 

後半は研修室にてワークショップ。講師の

AAR Japan[難民を助ける会]の五十嵐豪さん

の進行で、品川区の「わが家の防災ハンドブッ

ク」を参照しながら、都市の防災について考え

ました。チームに分かれて区内の 3 地区(品川・

大崎地区、大井・八潮地区、荏原地区)それぞれ

の防災を検討し始めると、各地区の特色に沿っ

てさまざまな課題が見つかり、熱のこもった話

し合いが続きました。 

 

 

              

 

 

協働ネットワークしながわ総会 

協働ネットワークしながわの総会を以下のとおり

開催します！ 年に一度、会員が一同に集まって交

流を深める機会でもあります。また、オブザーバー

としての参加も可能です。 

みなさんのご参加をお待ちしています。 

日時： 2017 年 5 月 15 日（月） 

午後 3 時 30 分～5 時（終了後交流会） 

場所： 中小企業センター ２階 中講習室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働ネットワークしながわ について 

 

協働ネットワークしながわは、どなたでも入れ

る会員制。施設見学会、学習会、情報交換会な

どを行っています。社会貢献活動をなさってい

る方、協働に関心のある方はお気軽に問い合わ

せてください。 

また、協働ニュース品聞についての問い合わせ

も下記まで。 

 

事務局連絡先：地域活動課 協働推進係 

〒140-8715 品川区広町 2-1-36 

☎ : 03-5742-6605 

Fax :  03-5742-6878 

E-mail： 

chikikat-kyodo@city.shinagawa.tokyo.jp 

ご 報 告 イベントのご案内 

スタンドパイプによる放水に挑戦！ 

ご 案 内 

総会の参加は無料です。(総会終了後の交流会の

み実費をいただきます。) 

お申し込みは、品川区地域活動課協働推進係（協

働ネットワークしながわ事務局）まで、お電話

（5742-6605）で。 
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