
主催：しながわ地域貢献活動展実行委員会・品川区

しながわ
地域貢献
活動展

きゅりあん７階
イベントホール

令和５年

2月25日●
10:00～15:00

土

日時

会場お問い合わせ先

TEL 03-5742-6605　FAX 03-5742-6878
品川区役所 地域活動課 協働推進係

　コロナ禍の困難な状況の中、工夫を凝らしながら活動を続けている30 団体が集い、
「しながわ地域貢献活動展」を開催します。品川区内の NPO 法人、ボランティア団体、
大学など様々な地域貢献団体との連携・協力のもと、3 年ぶりに現地で実施できますこと
に心から感謝申し上げます。
　各参加団体の現在の活動を知り、交流を図っていただくことで、活動の輪がさらに広
がることを願っております。
　参加団体や来場された区民の皆さまには、ぜひ各ブースのスタッフに気軽にお声掛け
いただきたいと思っております。品川区の地域貢献活動が今後更に発展し、品川区と各団
体が協働し、より暮らしやすい品川区をつくる一助になることを願い、今後も交流の場を
絶やさぬように、感染症に十分配慮したかたちでのイベント開催を模索して参ります。

しながわ地域貢献活動展
実行委員長　佐藤　聖美

ごあいさつ
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実 行 委 員

協 力

IWC 国際市民の会

ふれあいの家－おばちゃんち

健康大学しながわ事務局サポート委員会

プラチナ美容塾

品川ボランティアセンター

品川アフリカへ毛布をおくる会

社会保険労務士会 キャリア教育研究会

協働まちづくり

しなが和ねっと

生活工房ひとくふう

コアネット

立正大学　研究推進・地域連携センター

佐藤　聖美
吉仲　理恵
池崎　芳博
伊藤　文子
岡田　竜一
小林　宏至
笹川　泰次
杉本　義雄
宮木　丸美
山本　栄子
米窪　　健

令和４年度
しながわ地域貢献活動展　実行委員

地域で活動している団体が

30団体出展！
家族で楽しめる

[食・モノ・ワークショップ]

（敬称略・五十音順）

入場
無料

地域活動を行う団体の情報発信サイト

「しながわすまいるネット」
地域活動へ参加したい！参加してほしい！

そんな方々のつながるきっかけを作り、地域活動の活性化を

応援する情報発信プラットフォームです。

https://www.shinagawasmile.net
区の HPからもご覧いただけます！

しながわすまいるネットへのアクセスはこちらから
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会場からオンライン配信決定！

もっと知りたい！
活動を行うナカの人

立正大学の学生と一緒に
どんな人が何の活動を？活動外は何してる？

活動する「人」のことを掘り下げます！

supported by（一社）モノづくりＸプログラミング for Shinagawa

インタビューの様子を YouTube LIVE でお届けします！
検 索しながわ地域貢献活動展



しながわ地域貢献活動展

会場レイアウト・参加団体紹介

1 NPO法人 IWC国際市民の会

日本で生活する外国人のための日本語学習支援の場

坂本 英樹
03-6423-0954/080-3318-8033
iwc@npo-iwc.com

佐藤 聖美

3 NPO法人 ELCA東京

外国人と英語で国際交流ができます。中学生～大人まで参加OK外国人と英語で国際交流ができます。中学生～大人まで参加OK

杉本 京子
-
support@elca-tokyo.edisc.jp

杉本、鈴木

2 NPO法人
難民を助ける会 [AAR Japan]

「困った時はお互いさま」を心掛け、いま必要な支援を届けます

堀江 良彰
03-5423-4511
-

穂積 武寛

4 八潮ハーモニー

地域区民のために手づくり工房・農業クラブ・木工クラブをやっています

鈴木 旭 
090-1760-3037
akirac-55@nifty.com

渡辺 広美

5 NPO法人 協働まちづくり

杉本 義雄 
070-5375-3715
info@kyodoumachizukuri.org

高橋 勝

6 もったいない塾

もったいない精神と経験をフル活用して持続可能な未来に情報発信

須田 益江
080-8088-7288 
maruchan030303@nifty.com

宮木 丸美

7 なぎさの森
お～いにボランティア

身近に森があって、水辺があるなぎさの森で出来る気楽な自然体験

関口 夫佐子
090-2452-2632
-

関口

8 NPO法人 しながわ花海道

花壇つくりを通じて地域のコミュニティと自然環境の保全を図る「地域の心域（意気）」

髙林 正敏  
03-5763-9566 
touchilove@gmail.com 

永尾 章二

9 立正大学研究推進・
地域連携センター 

品川区にある総合大学として、地域の課題解決に取り組みます

後藤 真太郎
03-3492-8152 
skenkyu@ris.ac.jp

小林 一博

10 NPO法人 みんなの食育 

伝えたい！食の楽しさ、大切さ　食を育む活動を応援します！

竹森 美佐子
03-6674-1803
info@shokuiku.or.jp

久保田 洋子

11 コソリテ

子育てにもリテラシーを！科学的に正しい情報を子育てに生かそう

發智 敬子
- 
kosodateliteracy@gmail.com

發智

12 NPO法人 コアネット

企業OBの経験と知識を活かして人づくりを目指し活動しています

宮崎 顕作
03-5475-3412
info@core-net.org

金子 操代

13 すまいるキッズ

プログラミングで子どもたちを笑顔に！をモットーに活動中です

西村 公児
-
smilekids365@gmail.com

西村

14 マッシュ＆ルーム

ちょっとのITとICTを使ってちょっとの笑顔とワクワクをお届け！

村瀬 キノコ
090-2329-4674
kinoko@mashandroom.org

村瀬

15 一般社団法人モノづくり ×
プログラミング for Shinagawa 

地域の「こども支援活動をデジタル化で楽しくする」団体です

杉本 将輝
-
info@monopro.tech

山下 聖

16 一般社団法人
子ども若者応援ネットワーク品川 

子ども若者フリースペースの運営など子どもたちの成長を応援する

中塚 史行
03-6421-5471 
kodomowakamono.net@gmail.com

中塚

17 一般社団法人でっこぼっこ

子ども達の居場所事業や発達特性傾向のある子どもの放課後学習支援 

駒崎 圭子
090-4228-3132
info.dekkobokko@gmail.com

駒崎

19 東京都社会保険労務士会
臨海統括支部　キャリア教育研究会

小・中学生に、将来働く上で必要な知識や働く意義と今からできることを知ってもらう

笹川 泰次
080-5405-0446 
taiji.sasagawa@angel.ocn.ne.jp

笹川

20 NPO法人アレルギーの正しい
理解をサポートするみんなの会

アレルギーで悩んでいる人に適切な情報提供をしています

前田 えり
-
minna@a-minna.org

前田

22 ハンディ＆シニア企画

着物リメイクと長期入院の子どもへ贈るヒーリングドール作り

菊池 裕子
090-4451-7943 
hsyu1233@gmail.com

菊池

21 NGO外反母趾研究会

いつまでも元気で歩ける社会をつくるイベント活動

福嶋 稔
03-6271-0939
info@ngo-hvsg.jp

中村 有希

24 健康生きがいづくり
品川協議会 

人生100年時代の健康と生きがいづくりの達人になるコツを伝授 

松田 誠一
080-6501-5735
onda_112127@an.em-net.ne.jp

恩田 憲一

23 生活工房ひとくふう

SDGsに準じ、日々の生活をより快適にすごす工夫と改善

山本 栄子
050-5216-9504
hitokufu@gmail.com

山本

26 社会福祉法人 品川区社会福祉協議会
品川ボランティアセンター

福祉系ボランティアの拠点として様々なことをしています

会長 池田 彰孝
03-5718-7172
volunteer@shinashakyo.jp

岡田 竜一

25 NPO法人市民後見人の会

一般市民の立場で認知症高齢者を成年後見人としてサポートします

髙原 三平
080-3912-3259
npokouken@gmail.com

金城 清

28 品川区民生委員協議会

地域の身近な相談相手として住民と行政の橋渡しをしています

会長 田尻 成樹 
03-5742-6708 
-

福祉計画課
民生委員担当

27 NPO法人プラチナ美容塾

美容の力で高齢者や地域のみなさまを笑顔に！

伊藤 文子
070-2187-8066　 
platinumbeautyschool@gmail.com

河西（カサイ）

29 品川区保護司会

人はみな、生かされて生きていく。

松尾 和英
080-3452-1839
a.k.ken@nifty.com

原 健治

30 ためま株式会社

みんなのまちの掲示板「ためまっぷ」で Well-Being を最大化！

清水 義弘
-
shinagawasmilenet@tamemap.net

池田 雅絵

18 子ども食堂 ぬまフェス !!

キャパオーバー育児によるメンタル崩壊を防ぐことを目的とした子ども食堂

柿沼 佳代子
-
numafest@gmail.com

柿沼

● 会場レイアウト ●

● 参加団体紹介 ● …連絡担当者…代表者 …電話番号 …メールアドレス
QRコード…ホームページ等 「 」…出展内容凡例

和雑貨販売

「フェアトレード」をテーマに
語学交流ワークショップ

地域に愛される森に！なぎさの森の
自然啓発

品川の歴史と花の見どころ
ガイドします　

働くこと・年金に関するクイズ アレルギーのお困りごと
お聞きします

着物リメイク、ヒーリングドール
のワークショップ

自分の足を知ろう！
足の検査・測定／有料

「人生100年時代の生き方」
指南します

高齢者・障がい者向けICT支援活動の
紹介 ～スマホ操作お手伝いします～

福祉ボランティア活動・
子ども食堂ネットワークの紹介

成年後見制度の紹介
～市民後見人になってみませんか～

地域の身近な相談相手
「民生委員」の紹介

眉メイク・ハンドケア・
ハーバリウムワークショップ／有料

しながわすまいるネットの申請や
情報発信の相談窓口

人の立ち直りを支える更生保護・
保護司の紹介

クイズで学ぼう！
子ども向け SDGs すごろく

野菜のヘルシーケーキ販売

子育てに役立つ本や、心と体を守る
ためのライフスキルのご紹介

子ども向けものづくりワークショップ

子ども向けプログラミング
ワークショップ

子ども向け冒険学習型デジタル
スタンプラリー

会場から本イベントのオンライン
配信実施

お悩みごと何でもご相談ください

子育てのちょっとしたお悩み話してみて
ください！手作りゲームもあるよ

子ども食堂運営のための
チャリティーお弁当販売

ウクライナについてのクイズ、
ウクライナ支援グッズ販売

布小物や木工手作り品展示・
販売・手作りワークショップ／有料

認知症カフェ体験できます 風呂敷ワークショップ

みんなで助け合うまち、みんなで交流し楽しく暮らせるまちづくり
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出展団体は

30団体！

分野一覧

No.5-6

No.7-8

No.4

No.1-3

… 暮らし・経済

… 環境・みどり

… 文化・スポーツ・生涯学習

… 国際

No.29-30

No.20-28

No.9-19

… その他

… 福祉・健康

… 子育て・教育


