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練馬区の
地域活動団体などを
毎月紹介しています！

アーバンシステム株式会社
小柴  卓人さん
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今月の紹介団体

NPO法人ハッピーひろば
横谷  恭子さん

2面

【問い合わせ】　つながるカレッジねりま事務局　練馬区地域文化部協働推進課カレッジ担当係
TEL：03-5984-1613　FAX：03-3557-1351　E-mail：KYODOSUISHIN04@city.nerima.tokyo.jp

つながるカレッジねりまは、地域で活動を
始めたいと思う人が集い、学びやスキルアッ
プ、地域とのつながりができる場です。
カリキュラムの中から一部の講座をZoom
により公開します。

【定　員】 各30名（先着順）
【申込み】①講座名 ②氏名 ③電話 ④住所 ⑤メールアドレスを、（1）は1月19日、（2）は1月26日までに
ポータルサイト（https://www.collegenerima.jp）・電話・メールで協働推進課カレッジ担当係へ

（１） 新たな福祉課題への対応
 「 多文化共生 」
 1月25日（火）９：30～11：40
【講師】新居みどり（NPO法人CINGA）
練馬区内には多くの外国人住民が暮らしています。
多文化共生を目指した地域活動とは何かを考えつつ
外国人とのコミュニケーションに有用な「やさしい日
本語」を学びます。

（2） 見た目問題から考える
 「私の顔で、自分らしく」
 2月1日（火）９：30～11：40
【講師】 外川浩子
  （NPO法人マイフェイス・マイスタイル）
生まれつきのアザ、事故や病気による変形、傷跡、
脱毛など「見た目」の症状をもつ人たちの人生を通
して、自分らしい生き方について一緒に考えましょう。

オンライン公開講座の
聴講生を募集します
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助成内容や応募条件などは各助成金によって異なりますので、必ず事前に詳細を確認して
ください。募集要項・申請書類については、各ホームページからダウンロードしてください。地域活動団体助成金等情報

〒103-0022　中央区日本橋室町3-2-1　日本橋室町三井タワー15階
TEL：03-6870-2019　FAX：03-6870-2119

■公益信託加藤一枝記念福祉奨励基金
（受益者　三菱UFJ信託銀行株式会社）
【助成対象】活動年数が2年以上で、活動人数5人以上の障がい
者及び高齢者等に対する民間非営利の福祉活動団体（法人格の
有無は問わない）
【助成金額】 １団体あたりの上限額：５万円
【応募期限】 2022年1月31日
【問い合わせ】　〒164-0001　中野区中野3-36-16
三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 公益信託課　加藤一枝
記念福祉奨励基金担当　TEL：0120-622372（平日9時～17時)
FAX：03-5328-0586　E-mail：koueki_post@tr.mufg.jp（件
名に基金名を必ずご記入下さい)

■公益財団法人洲崎福祉財団「令和3年度継続助成」
中長期的視点において、より多くの障害児･者のQOL向上、社
会課題の解決に寄与する事業へ助成します。
【助成対象】
Ａ：既存福祉サービスの強化
地域における待機利用者を解消するもの／支援者の確保・スキル
向上や障害者福祉サービスの周知を図るなどの活動など
Ｂ：新規福祉サービスの創造
これまでにない発想で挑戦的かつ革新的な事業／地域間や障害
間の様々な格差、谷間を解消する活動など
【助成金額】 1件あたりの上限額：1000万円
【応募期限】 2022年1月1５日
【関連URL】 http://www.swf.or.jp/
【問い合わせ】 公益財団法人洲崎福祉財団 事務局宛

　子どもから高齢者まで、年齢
や障がいの有無に関係なく誰で
も集える居場所作りの活動をし
ている、NPO法人ハッピーひろ
ば。2012年の設立以降の拠点
である、石神井公園駅近くの「みっ
くすはうす」に加え、今年７月、
第2拠点として東大泉に「ハッ
ピーお茶家ころころ（以下、こ
ろころ）」を開設しました。
　「みっくすはうす」では月曜か
ら金曜まで、曜日ごとに子育て
ひろばや、おしゃべりを楽しむカ
フェ、食のほっとサロン、麻雀教

室やパソコン教室な
どを行っています。
「ころころ」では、
こうした活動のほ
か、第2・４火曜は
不登校の子どものた
めの居場所「じゅぴ
たー」と、こども食
堂を新たにスタートさせました。
　「子育てひろばでママたちと
話をする中で『子どもが集団に
馴染めず学校に行けない』とい
う悩みを聞いていたので、そん
な子どもたちの居場所を作りた
いとずっと思っていたんです」と
話すのは、代表の横谷さんです。
　２か所の拠点はどちらも一軒
家ですが、「ころころ」には、楽
器を演奏したり、押し入れやテン
トに隠れたりできる地下室があ
り、子どもちに大人気!  ここ
では音楽療法士による遊びの
プログラムも行われているそ
うです。
　ハッピーひろばの活動を支
えているのは、20数名のス
タッフ。地域福祉パワーアッ
プカレッジねりま（現：つな
がるカレッジねりま）で学ん

理事長の横谷  恭子さん

食のほっとサロンの食事風景と
スタッフ手作りのメニュー

   ■ NPO法人ハッピーひろば
代表：横谷　恭子

 住所：練馬区石神井町2-15-15
 （みっくすはうす内）
 TEL：03-6796-8080
 https://happyhiroba.wixsite.
 com/mysite

NPO法人ハッピーひろば
だ横谷さんの「地域の人を孤立
させない」という思いに共感し
た仲間や地域のボランティアた

ちが、責任者、企画、
食事、接客など、２
拠点のプログラムご
とに役割分担をして
運営しています。
　さらに、訪問型の
子育て支援も始めよ
うと、現在スタッフ

の研修を進めているそう。
　「産後、いろいろな理由でこ
こまで来られないお母さん方に
対しても、何かサポートをしてい
きたいと思っているんです」と、
横谷さん。
　「コロナ禍で大変なこともあり
ましたが、やっぱり人とのつな
がりや触れ合いは大切だと思い
ます。地域のいろいろな団体と
協力しながら、これからは障が
い者のための居場所も作りたい」
と、意欲的です。来年10周年を
迎えるハッピーひろばは、まだま
だ進化中です！

誰もが輝ける地域の居場所づくりを目指して

「みっくすはうす」で麻雀を楽しむ
人たち
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　北町の商店街にあるアーバン
システム株式会社は、一都三県
でマンションや不動産の管理事
業を展開している企業です。
1990年の創業以来、毎年7月
に行われる恒例のきたまち阿波
おどりに参加し、地域とのつな
がりを大切にしてきました。
　「地元の『練馬北町ぽんぽこ
連』の子どもチーム『ぽんぽこ
子狸隊』の鳴り物は、25年以上
ずっとわが社が担当していて、
子どもたちに踊りも教えている

んですよ」と話すのは、
代表取締役の小柴さん。
　しかし、コロナ禍で阿
波おどりは２年連続で中
止に。そのほかの商店
街のイベントも自粛が相
次ぎ、心を痛めた小柴
さんは、何かできること
はないかと考えました。
　「かつての商店街はものすご
く活気があり、賑やかだったん
です。会社を立ち上げた時も温
かく迎え入れてくれた街なので、
何とか元気を取り戻してほしい
と思い、恩返しのつもりで新た
な試みを始めました」
　まずは、YouTubeを使ったウェ
ブラジオの生配信を２０２０年7月
にスタート。商店街の通り沿い

にある本社1階に放送
ブースを作り、宿場町
だった北町の名所や史
跡の紹介や地元のお店
の情報などを、社員た
ちが毎週１回、配信して
います。
　また、ハロウィンや
クリスマスなど、子ど
もたちを対象とした季

代表取締役の小柴  卓人さん

きたまち阿波おどりで踊る「練馬北町ぽんぽこ子狸隊」の子ど
もたち。阿波おどりの再開が待ち望まれます

    

アーバンシステム株式会社
節ごとのイベントを本社前で開
催。社員みんなでサンタやアニ
メのキャラクターなどのコスプレ

をして、子どもた
ちにお菓子を配っ
たり、一緒に写真
を撮ったりして、
積極的に交流を図
るようになりまし
た。今年のハロウィ
ンのイベントは、

500個用意したお菓子がなくな
るほどの盛況ぶり!  イベントを
取り仕切る企画広報部の岩本さ
んは、「イベントを通して地域の
方々と顔見知りになり、挨拶して
もらえるようになったのが嬉し
かったですね」と言います。
　コロナ禍でリモートワークなど
の働き方改革が進み、ますます
地域の重要性が増してきたこと
を実感しているという小柴さん。
　「今後も、地元の企業や学校と
のタイアップ、イベントのスケー
ルアップなどを図っていきたい
です」と意欲的。“地域への恩返
し”は、まだまだ続きます！

ラジオの配信やイベントで北町を元気にしたい！

サンタクロースに扮して子どもた
ちにお菓子をプレゼント♪

■子どもゆめ基金「令和4年度募集」
子どもの体験・読書活動などを応援することを目的に、国や民間
からの寄付金などを財源とし、子どもの健全育成の手助けをす
る基金です。
【助成対象】 NPO法人、法人格を有しない地域のグループ・サー
クルなど、青少年教育に関する活動を行う民間の団体
【助成金額】 1 活動あたり２万円以上限度額まで
　※審査により予算の範囲内で決定します。
【応募期限】 2022年6月28日（郵送の場合は6月14日）
【関連URL】 https://yumekikin.niye.go.jp/download/
 boshu_koufu.html
【問い合わせ】 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆ
め基金部助成課　〒151-0052渋谷区代々木神園町3-1 
TEL：0120-579-081（子どもゆめ基金フリーダイヤル）
E-mail：yume@niye.go.jp

■公益財団法人ライフスポーツ財団
　「ライフキッズスポーツクラブ助成金」
公益財団法人ライフスポーツ財団の活動理念に基づく「子どもと
親子のスポーツ活動」、「地域の子どもスポーツ活動」及び「地域
の子ども文化活動」を奨励するために助成します。
【対象団体】 当財団資格の『キッズスポーツインストラクター資格』 
における『トップインストラクター』資格を有する者が所属する、
営利を目的としない組織、団体、法人
【助成金額】 1件あたりの上限額： 新規事業20万円
   継続事業40万円
【関連URL】 http://www.lsf.or.jp/sports3
【問い合わせ】 ライフスポーツ財団事務局
TEL：06-6170-9886　Email：info@lsf.or.jp

■ アーバンシステム株式会社
 住所：練馬区北町2-29-10
 代表取締役：小柴　卓人
 TEL：03-5922-3600
 https://www.urban-
　　　　　　system.co.jp/
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「練馬つながるフェスタ2022」を
開催します!!

★音声でお読みいただけます   「ねりま地域活動ニュース」は音声で伝える「視覚障害者用」録音版を貸し出しています。
ご希望の方は一歩の会にお申し込みください。ＮＰＯ法人点訳・音声訳集団一歩の会　練馬区高松2-16-12　TEL：03-3577-5666

練馬区立区民協働交流センター　フェイスブック 検索

https://www.facebook.com/Nerimakyodokoryucenter/

練馬区立区民協働交流センター　ツイッター 検索

https://twitter.com/kyodo_nerima

練馬区立区民協働交流センター 検索

http://www.nerima-kyodo.com/

facebook twitter ホームページ

練馬1-17-1ココネリ３階　TEL :03-6757-2025　年中無休　9時～22時 （12/29～1/3は休業）
事業の実施等により開館時間が変更となる場合があります。

練馬区立区民協働交流センター（つながる窓口)
区民協働交流センター（つながる窓口）では、町会・自治会、ＮＰＯ、
ボランティア団体などの活動に関する相談を随時受け付けています。
どうぞお気軽にご利用ください。

【事前予約が必要な相談内容】
① NPO法人の立ち上げ、運営等に関すること

② 会計・税務に関すること
専門の相談員や税理士が対応しますので、
事前に電話でのご予約をお願いします。

【問い合わせ】練馬つながるフェスタ2022実行委員会事務局（練馬区地域文化部協働推進課）
TEL：03-6757-2025　FAX：03-6757-2026　E-mail ：KYODOSUISHIN02@city.nerima.tokyo.jp

各イベントの参加団体や内容、開催時間、予約方法
など、詳しくは練馬区公式HPをご覧ください。

区内には、自分たちの暮らす地域を良くしようと、様々な分野で自主的に地域活動に取り組
む町会・自治会やNPO法人、ボランティアグループなどがたくさんいます。「つなフェス」は、
こうした団体の日頃の取り組みを、ワークショップやオンライン番組などを通じて、楽しみな
がら知ることができるイベントです。

つながるフェスタ（通称：つなフェス）って……？？

パネル展・ワークショップ会場一覧
開催場所 パネル展 ワークショップ

大泉図書館 １月７日（金）～10日（月・祝） １月10日（月・祝）

南田中図書館 １月12日（水）～30日（日） １月14日（金）

関町図書館 １月14日（金）～16日（日） １月16日（日）

平和台図書館 １月18日（火）～23日（日） １月19日（水）

小竹図書館 １月26日（水）～30日（日） １月18日（火）

光が丘区民センター １月21日（金）・22日（土） １月22日（土）

図書館や光が丘区民区民センターを会場にパネル展や
ワークショップを開催します!!
参加団体や予約方法は練馬区HPをご覧ください。

今年は区内各地の会場で開催します

1月22日（土） 練馬区立区民協働交流センター
  YouTubeチャンネルで生配信

練馬区内各地で行ったパネル展・ＷＳの様子や、
区内で活動する地域活動団体をご紹介します。

オンライン番組の配信をします

★光が丘区民センターではユニバーサルスポーツ体験会も実施!!

※過去の地域活動ニュースも掲載中

※イベントイメージ


