
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

2019 年 2 月 23 日(土)、大井町「きゅりあ

ん」にて、『地域でつながるみんなの暮らし展

2019』が開催されました。品川区で活動する

NPO 法人、ボランティア団体、町会・自治会、

大学、企業の CSR 部門など、さまざまな分野

の人たちが集まり、日頃の活動を展示・発表す

るとともに、相互の交流・連携を深めました。

各ブースだけでなく、ステージやものづくり教

室・おもちゃの病院も大変な盛況でした。入場

者数は１,２７３名に上り、最後は「わ！しなが

わ活動賞」を選定しました。本号では、当日の

写真や各団体の紹介を掲載します。 

 

  

 

 

 

 

ものづくり教室も盛況でした 
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「ちゃんと、なおるかなぁ」(おもちゃの病院にて) 

開会の挨拶をする池崎実行委員長 

 

出展者・来場者で交流が生まれ、会場は大賑わい 



ブース出展

団体紹介 

(42 団体) 

IWC 国際市民の会 

 

日本語学習支援や進学支援

など、お互いの文化を理解

し問題解決に取組みます。 

空家・空地管理センター 

 

空家・相続に関するお困り

ごとを解決します。空家・

空地の管理や売却相談も。 

家庭倫理の会 品川区 

 

早朝の学習会(おはよう倫理

塾)や子育てセミナーなどで

心の浄化を学びます。 

協働まちづくり

 

困り事を助ける「助け愛」

事業などで、健康で楽しく

暮らせるまちづくりを！ 

グリーンインフラ品川 

 

湧水や水辺の散策を通じて

水の循環を知り、地域を深

掘りしています。 

グループ和 

 

捨てられそうな着物や帯

をリフォーム。自由参加者

にはアドバイスします。 

健康大学しながわ事務局 

サポート委員会 

 

公開講座のサポートや、地域

活動の広報などで貢献。 

コアネット 

 

企業 OB が人づくり、もの

づくりを支援。協働で活き

活きシニアサロンも実施。 

こみゅにてぃきゃっと

SHINAGAWA 

 

「地域猫活動」で飼い主の

いない猫と住民の共生を。 

シービー・シナガワ 

 

高齢化社会の課題を「協

働」で解決。地域貢献活動

の事業化を支援します。 

品川アフリカへ毛布を 

おくる会 

 

難民、災害の被災者、弱い立

場の人々に毛布を送ろう！ 

しながわ学院エンタ部 

 

小中学生が歌やダンスで街

の行事を盛り上げ、文化や

人々に触れ、交流します。 

品川区シルバー人材セン

ター 

 

あなたにあった仕事で収入

を！ 多様な仕事を紹介中。 

品川区保護司会 

 

不幸にして犯罪や非行を

した人の立ち直りを地域

で支えて、社会を明るく！ 

品川区民生委員協議会 

 

地域住民の身近な相談相手と

して介護や子育て、高齢者の

生活などをサポート。 

品川区をよく知る会 

 

品川区をよく知ることで温

かい人間関係の中で過ごせ

る地域社会を目指します。 

品川建設防災協議会

 

建設企業 86 社が集まり、

防災対策やインフラ整備、

災害時の対応を実施。 

品川こども劇場 

 

みる、あそぶ、なかまをキ

ーワードに文化・芸術の体

験をこどもに届けます。 

しながわ CSR 推進協議会 

 

「私たちのまち」品川区をつ

くるという理念で企業の社会

貢献活動を推進します。 
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品川生活学校 

 

身近な消費者問題を取り上

げ講演会や勉強会を開催。

その成果を発表します。 

品川たすけあいワーカー

ズ・たんぽぽ 

 

助け合いの心で家事援助や

子育て支援に取組みます。 

しながわ花海道 

 

未来に残す美しい品川！を

テーマにみんなで花壇つく

りの活動をしています。 

品川ボランティアセンター

 

福祉系ボランティア活動の

拠点として情報収集・提供

など様々な活動をします。 

市民後見人の会 

 

認知症高齢者の成年後見人

としてのサポート活動や成

年後見人養成講座を実施。 

生活工房ひとくふう 

 

ユニバーサルデザインの推

進や便利製品の紹介により

生活の質を向上させます。 

成年後見アワーズ

 

成年後見に関連する会員が

制度利用に関する相談や利

用促進活動をします。 

だれもがともに連絡会

 

障がい、民族、年齢を問わ

ず、ともに生きていける社

会の実現を目指します。 

東京サラヤ株式会社 

 

ボルネオ島の自然から得ら

れる資源の大切さをこども

たちに伝えています。 

東京都生活文化局 

計量検定所 

 

暮らしの中で正しい計量が

できるようにします。 

東京南部生活協同組合 

品川支部 

 

食の安全と日本の農業を守

る活動をしています。 

ドコモ・バイクシェア 

 

サイクルポートならどこで

も貸出・返却可能な「品川

区シェアサイクル」を提供。 

なぎさの森 お～いにボ

ランティア 

 

園内の清掃・除草活動や自

然観察会を実施します。 

プラチナ美容塾 

 

素敵シニアがボランタリー

に活躍する日本！を合言葉

に高齢者の笑顔に会おう。 

古布ぞうりサークル品川 

 

和服、カーテン、ジーンズ、

古布で、健康にも環境にも

良いぞうり作りをします。 

街活プランナーズ 

 

町会の活動や魅力を紹介し

て入会を促進する広報紙の

作成を支援します。 

マッシュ&ルーム 

 

ロボット Pepper を使った

イベントサポートや親子プ

ログラミング体験を実施。 

むつき会 

 

視覚障害者、重複障害(者)

児などに、さわる絵本や点

訳(本)などを制作します。 

八潮ハーモニー 

 

明るい、元気なまちづくり

のため、必要なことは何で

もやるのが伝統です。 

ライフコンシェルジュ 

 

シニア世代の生活や事業全

般の相談に専門家がワンス

トップでサポートします。 
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リフォーム OB 会 

 

着物やネクタイ、壊れた傘

などをリフォームした作品

を品川の行事の場で発表。 

リメイク絆 

 

タンスに眠っている着物や

帯をリメイクして洋服や小

物に再生して活用します。 

リメママ 

 

リメイク講座で大人の服か

ら作った衣装でファッショ

ンショーを行います。 

 

 

協働ブース 

出展団体紹介 

(7 ブース、25 団体) 

暮らしの IT 普及会、しなやかネット、しながわすま

いるネット運営委員会、協働ネットワークしながわ 

 

 

 

AAR Japan、さぽうと２１ 

 

 

 

品川区町会自治会連合会、品川区青少年対策地区委

員会連合会 

 

 

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、みんなの食育 

 

 

 

ウェルカムセンター原・交流施設運営協議会、もっ

たいない塾、もでらーと、だんらん、うえるかむ楽

団、伊藤チャイム 

 

 

健康生きがいづくり品川協議会、じもとの学び舎 

  

 

 
  

子ども若者応援ネットワーク（教育サポートセンタ

ーNIRE、ウ―ヴ、ふれあいの家-おばちゃんち、し

ながわチャイルドライン、パルレ、夢の地図） 

 

 

 
４ 

地域の課題はシニアの

知恵と協力で解決！ 

じもとで、じもとの仲

間として活動します。 

 

品川区の本部事務局を

基点として、国内外で

緊急人道支援活動を行

っています。 

 

子どもや若者、地域づ

くりに関わる団体のネ

ットワークで、フリー

スペース（居場所）を

運営しています。 

 

他者に寄り添う共生社

会を目指して活動して

います。協働でお菓子

づくりもしています。 

 

地域の皆様と、音楽や

教育など様々な場面で

協働し、地域を盛り上

げます。 

 

シニアや障害者に向けて

パソコンやスマホ操作の

アドバイスをしていま

す。他団体や区との協働

を推進しています。 

町会・自治会および地

区委員会は、地域行事、

防犯活動、高齢者・子

ども向け事業などに取

り組んでいます。 



 

パンフレット

掲載のみの団体 

荏原ほっと❤ サロン 

 

高齢者を対象に体操、民謡、

書道などで集まったり、子

育て世代の交流を支援。 

大井三丁目ほっと❤ サ

ロン 

 

多世代で俳句、料理、体操

などを楽しみながら活動。  

キャノン IT ソリューシ

ョンズ株式会社 

 

子ども達のプログラミング

体験や企業訪問を支援。 

品川きつつき 

 

視覚障害者向けに本や資料

を点訳して図書館等を通じ

て提供しています。 

品川区青少年委員会 

 

ジュニア・リーダー教室な

どのイベントで笑顔と共に

思いやりと絆を深めます。 

しながわ子ども食堂ネ

ットワーク 

子ども食堂に関心のある方

の情報共有の会議体。学習

会や広報も行います。 

品川中途失聴・難聴者 

「ひばりの会」 

中途失聴・難聴者の手話、

指文字、読話の習得と交流

を通じて自立を支援。 

城南信用金庫 

 

地元行事や交通安全運動に

参加。小中学生向けの金融

教室も開催しています。 

生活と環境を考える会 

 

豊かな健康・経済・愛情の

ために大切なものは？ ワ

ークショップなどを開催。 

第一三共株式会社 

品川研究開発センター 

高校生向け「科学・薬学セ

ミナー」を毎年開催。休憩

時間は周辺美化活動。 

田老町漁業協同組合 

 

安全で美味しい岩手県宮古

市の海藻の販売を通じて品

川区との繋がりを大切に。 

西大井ほっと❤ サロン 

 

同じ趣味の高齢者が集まっ

たり、多世代が交流するサ

ロンを開催しています。 

23 区南生活クラブ生活

協同組合まち品川 

消費者が求める安全安心な

ものを生産者とともに作り

ます。学習会なども開催。 

生活協同組合 パルシス

テム東京 

安心安全な暮らしを次世代

に伝える、生活全般におよ

ぶ活動をしています。 

まちづくり大井 

 

設立して 10 年。大井町駅

周辺をより良いまちにする

ため英知を結集します。 

南品川ほっと❤ サロン 

 

赤ちゃんから高齢の方まで

誰もが楽しく参加できる地

域の憩いの場です。 

 

 

 

 

 

今年の“わ！しながわ活動賞”は、出展団体のみなさんによるアンケート結果をもとに決定されま

した。ユニークで社会的意義のある活動として選ばれたのは「しながわ学院エンタ部」のみなさん

でした。おめでとうございます！ 

   

 

 

「わ！しながわ活動賞」を受賞した 

しながわ学院エンタ部の みなさん。 

「わ！しながわ活動賞」 今年の受賞団体は？ 
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「大井ハーモニーメイツ」がトップバッター。ハーモニカによ
る、優しい音色の演奏です。 

 
 

 

「リメママ」の、おとなの服をリメイクした衣装による 
ファッションショー 

 

 

「プラチナ美容塾」このような美容術をみんなで身につけて、
プラチナ世代のみなさんを輝かせています。 

 

 

「うえるかむ楽団」観客のみなさんと一緒に演奏。曲を重ねる
ほどに、会場がとても盛り上がりました。 

 
 

 

「空家・空地管理センター」空家と相続について発表。空家や
相続で困っている方、お気軽にご相談ください。 

 
 

 

「喜楽会」みんなの息があった南京玉すだれの芸をご覧くだ 
さい。 

 
 

 

オープニングセレモニーを担当した「しながわ学院エンタ部」 
子ども達のダンスとボーカルで会場を再び沸かせました。 
 

 

「八潮ハーモニー」前半は多彩な活動を紹介。後半は合唱を 
披露しました。 

 

 

「人工聴覚情報学会」みなさん、聴導犬って知ってますか？ 
聴覚障害の方の生活を支えています。 

 
 

 

「清泉女子大学チアリーディング部 S.S.S.（スリーエス）」 
今年はフィナーレを盛り上げました。 
 
 
 

ステージから… 
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全区立学校４６校が豊葉の杜学園に勢ぞろい 

 

２０１９年１月１９日（土）、品川区立豊葉の杜学園アリーナにて「しなが

わ！コミュニティ・スクール フェスタ」が実施されました。このイベントは「学

校・家庭・地域で育てよう！品川の子どもたち」をキャッチフレーズに掲げ、

品川区教育委員会が中心となり企画されました。 

 協働ネットワークしながわは、２０１６年より本格的に始動した「品川コミュ

ニティ・スクール」が地域と学校の協働である点に着目し、２０１７年１１月

に事業のキーパーソンである「学校地域コーディネーター」と座談会を開催

（詳細は品聞１９号を参照）するなど、その動向に注目してきました。今回

は当フェスタを取材した様子をお伝えします。 

 学校ゾーンでは、イベント会場を取り囲むように７つの学校グループが配置され、可愛らしい POP に彩られたボードに

は学校の基本情報や学校支援活動の様子がわかりやすく展示されていました。そこでは、学校地域コーディネーターが

中心となり、学校支援ボランティアの登録申請書やパンフレットなどを配り、来場者一人一人に声を掛け、熱心にPRする

様子が印象的でした。企業等ゾーンの各ブースでは、教育支援を行う企業や地域団体の取り組みが紹介されていました。

他にも、大人を対象とした体験ゾーンでは児童・生徒が受けている出前授業を実際に体験できたり、パフォーマンスゾー

ンでは教育に関するトークセッションが行われたりするなど、内容盛りだくさんのフェスタでした。 

このフェスタで展示・紹介されていた活動は、これまで地域の有志により行われてきたものや、品川コミュニティ・スクー

ルをきっかけに新たに企画されたものまで多種多様ですが、ここでは、その中から特に印象的だった展示や活動をいく

つかご紹介します。 

 
 
 
 
・２０２０年、小学校でプログラミング教育が必修化されます。 

関連企業が開発した教材ブース前には黒山の人だかり。 

 
・江戸野菜の歴史を学び、品川かぶを種植えから栽培・収穫。 

食育や、地域への愛着醸成につながることが期待されます。 
 
・品川地域未来塾や英検・漢検などの学習支援を行う様子は、 
現代の寺子屋のようでした。 
 
・環境問題、SDGｓ（持続可能な開発目標）や海運の保全・安全 
などの出前授業は、子どものグローバルな視点を育みます。 
 
・都会では触れる機会の少ない自然や動物とのふれあいを推進。 
手書きのウサギ飼育ノートは４冊、写真は１万枚にも上るとのこと！ 
 
 
 
 
 

学校がより一層地域に開かれたことで、バリエーションに富んだ多くの活動が、学校と連携して動き出していることを

実感しました。協働ネットワークしながわは、品川コミュニティ・スクールの今後の動向に、注目していきます。（取材：鈴木

益） 

 

  

   しながわ! コミュニティ・スクール フェスタ 

 
7 

特 集 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

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： 201９年 5 月１７日（金） 

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 

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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地域活動・ＮＰＯ活動団体基礎講座 11/28・12/12   

～夢をかなえる団体への一歩Ⅱ～ 

日本ＮＰＯセンターから 3 名の講師をお招きし、

「組織基盤整備、資金調達」というテーマで行いま

した。15 団体、31 名の参加者のみなさんは、自団

体の活動の現状を頭に描きながらお話を聞きまし

た。団体を船に、事業を積み荷に例えて、船体に

見合った積荷なのか？ どこの港を目指して航海

しているか？ 乗組員の共通理解になっている

か？ の問いかけに唸り声も聞こえていました。 

2 回目はどの団体も頭を悩ませている資金調達

についてがテーマでした。たとえ財政面で今は  

赤字ではなくても、収入が本当に安定しているの

かどうか？ も考えさせられるお話でした。 

地域活動は、その団体のメンバーだけでなく  

支援者がいなければ成り立ちません。団体内には

もちろん、外に対してもビジョン・ミッションをわかり

やすく示して、団体内外の志を共にする人に支えら

れる団体であろうとすることの大切さが身に染みて

理解できました。参加者からは、講座後、組織基盤

整備に取り組み始めたという報告もあり、大変有意

義な講座でした。 

 

ご 案 内 

地域活動・ＮＰＯ活動入門講座   2/7・ 3/7  

～であい ふれあい ささえあいⅡ～ 

これから地域で活動してみたい方向けの 2 回連

続の入門講座を企画しました。参加者は 18名。 

1 回目は、講師の NPO まちぽっとの辻利夫さん

（品川区在住）に、「今地域活動がなぜ大切なの

か？」についてお話ししていただきました。次に実

際にボランティア活動されている方などから、品川

コミュニティ・スクール、子ども食堂、さわやかサー

ビスの活動を紹介してもらいました。 

2回目までの間の 1 ヶ月間には、「地域でつなが

るみんなの暮らし展」やその他のイベントがあり、 

近隣の学校公開や子ども食堂なども含めて、それ

ぞれが何かに参加してみることが宿題となりま  

した。さて、みなさんがどんな体験をされて 2 回目

に臨まれたか？ 

 後半の報告は次号につづきます。 

自団体の現状を振り返る 

（夢をかなえる団体への一歩） 

地域活動とは何か、考える 

（であい ふれあい ささえあい） 

 


