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（第1面）令和 3 年（2021年）  7月 25日 発行

（1） 「避難拠点とは」
　　　8月28日（土）９時30分～10 時30分

【講師】元谷  豊（常葉大学非常勤講師）
大地震発生時、区立小中学校で開設する避難拠点に
ついて解説します。

企業だけではなくNPO法人やボランティア団体の運
営にあたっても知っておきたいマーケティングの基礎
知識について紹介します。

（2） 「マーケティングの基礎知識」
　　　9月7日（火）９時30分～12時50分

【講師】本上  文士（ヒューマンアカデミー株式会社）
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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！

コミュタウン合同会社
谷口  晶彦さん

2面
はなうた図工室
石井  麗子さん

3 面

今月の紹介団体

【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

オンライン公開講座の
聴講生を募集します

　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8月24日、（2）は9月1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

「地域おこしプロジェクト」事業企画募集！（第4面 ）
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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 ■洲崎福祉財団「令和３年上期一般助成」
下記の障害児・者に対する自立支援活動に助成します。
　・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動
　・障害児・者に対する自助・自立の支援事業
　・助成決定以降、令和3年12月1日から事業を開始し、
　　令和4年5月31日までに終了する事業

【助成対象】 
・原則として非営利法人で３年以上の活動実績があるもの
・難病患者及びその活動を支援する団体

【助成金額】 1件あたりの上限額：200万円
【応募期限】 2021年8月31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
〒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（平日9：30～16：00）
E-mail：info@swf.or.jp

■公益財団法人 かめのり財団「令和３年度緊急支援プロジェクト助成」
アジア・オセアニアを対象に、日本に居住する外国人やその人々
が暮らす地域の抱える課題に気づき、解決に向け取り組む活
動を支援します。

【助成対象】 日本とアジア・オセアニアの懸け橋となる活動を
目的とするNPO・ボランティアグループ・個人

【助成金額】 1事業あたり300万円
【応募期限】 2021年8月23日
【関連URL】 https://www.kamenori.jp/kinkyujyosei.html
【問い合わせ】 公益財団法人かめのり財団  緊急支援助成係
〒102-0083 千代田区麹町5-5　ベルヴュー麹町1階
TEL：03-3234-1694（平日9：30～17：30 ）
E-mail：grant@kamenori.jp
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　2020年7月に 設立さ れ たコ
ミュタウン合同会社は、練馬区の
地域貢献型ポータルサイト「ネリ
マージュ」の運営と、子どもたち
が昭和の駄菓子を無料で楽しめ
る駄菓子屋イベントの開催をして
いる会社です。代表の谷口さん
は、練馬区で生まれ育った生粋の

“練馬っ子”。「大好きな地域を元
気にしたい」という思いで活動し
ています。
　グルメや 店舗情報など、地域

に特化した 情報を
発信している「ネ
リマージュ」は、無
料で会員登録がで
き、現在会員数は
約300名。会員に
はイベント情報が
届き、掲示板やブ
ログを自由に立ち
上げて会員同士で情報交換する
こともできます。
　「より多くの方々に活用しても
らえるよう、もっと会員を増やし
て盛り上げていきたいですね」
と、利用者拡大に意気込みます。
　一方、駄菓子屋イベントは、桜
台や豊島園、向山、平和台の 店
舗や貸しスペースを会場に、今ま
で計６回開催してきました。コロ
ナ禍にもかかわらず、多い 時は
500人近い親子が訪れたことも
あったそう!
　「今の 子どもたちは遊ぶ 場所
が制限されて発散場所もなく、
コロナ禍で 楽しいイベントもな
い。それなら自分たちでそうい
う場を作り、子どもたちに練馬を
好きになってもらいたいと思った
んです」と谷口さん。

代表の谷口  晶彦さん

引いたくじによって仮想通貨に見立てたメダル
が発行され、好きな駄菓子が買えるシステム

   ■ コミュタウン合同会社
 代表：谷口  晶彦
 メール：info@commutown.com
 「ネリマージュ」
 https://nerima.commutown.com/

コミュタウン合同会社
　その思いに共感した企業や団
体など延べ35社から、協賛金の
ほか、おもちゃの 支給や用具の

貸し出しなどの協
力を得て、イベント
を開催することが
できたそうです。
協賛企業や団体は
チラシや「ネリマー
ジュ」に掲載し、多
くの人に知ってもら
えるようPRをして

います。ポータルサイトの運営も
イベント事業も、根底にあるのは
揺るぎない地元愛。
　「コロナが収束したら、駄菓子
屋イベントは 毎月開催したいと
思っています。そのほかにも、
こども食堂やクリスマス会などの
イベントや、子どもたちが地域か
ら世界へはばたくきっかけにな
るようなダンスオーディションも
やっていきたいですね」と、谷口
さんの地元愛にあふれる地域活
性化計画はまだまだ進行中! 
　 興味がある方は、まずは「ネ
リマージュ」に会員登録してみま
せんか？　

ポータルサイトとイベントで地域を元気に！

地域でつながる人たちが協力して、子ど
もも大人もみんな笑顔に！
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■一般財団法人日本メイスン財団の助成金
福祉、医療、教育、芸術など様々な分野で、社会的弱者及び障
がい児（者）を対象に活動している団体、法人に対し、機器、
施設の改善、備品の購入など、活動に必要な資金を援助します。
特に子どもを対象とする直接的支援プロジェクトを支援します。

【助成対象】 ２年以上の活動実績のある非営利法人、慈善団体
　　　　　 （個人及び営利法人は除く）
※人件費、交通費等の一般管理費、講師に対する謝礼金等は
　助成の対象となりません。 

【助成金額】 財団が承認した金額
【応募時期】 随時
【関連URL】 http://www.masonicfoundation.or.jp/
 guidance.html 

【問い合わせ】 一般財団法人日本メイスン財団　慈善事業係
〒105-0011 港区芝公園4-1-3　TEL：03-3431-0033

■公益財団法人JKA
　「新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援」
下記事業を支援します。

（１） 新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止のため
の物資の整備事業（PCR検査キット・サーモカメラ・空
気清浄機・自動水栓整備・二酸化炭素センサー・パルス
オキシメータなど ）

（２） 新型コロナウイルス感染症の感染予防･拡大防止のため､
屋外で使用して3密回避などを進めるうえで必要な整
備事業（テント・温風機・冷風機・発電機など ）

【助成対象】 財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、
特別の法律に基づいて設立された法人等

【助成金額】 申請額が100万円以内の場合は全額
　　　　　 （100万円を超える場合は規定に基づく金額）

【応募期限】 2021年８月31日
【関連URL】 http://hojo.keirin-autorace.or.jp/
【問い合わせ】 公益財団法人JKA　補助事業部補助事業課
〒108-8206　港区港南1-2-70　品川シーズンテラス25階

　ビー玉や乾電池など転がるも
のに絵具を付けて紙の上で転が
すと、色の道ができ、あっという
間に個性的な作品が完成！ オン
ラインをメインに、身近な素材を
使って気軽にアートを楽しむワー
クショップを展開しているのが 「は
なうた図工室」です。
　はなうた図工室は、超福祉の
学校プロジェクト(NPO法人ピー
プルデザイン研究所主催／文部
科学省共催)の関連事業の１つ。

様々なテーマのプロジェ
クトが ある中でアート
を題材にした理由につ
いて、共同代表の石井
さんは、「アートには正
解がないので、教育的
な 見地や 評価とは 関
係なく誰でも楽しめる
と思ったから」 と言い
ます。
　2020年10月、「いつでも・ど
こでも・誰でもできる」をコンセ
プトに、団体として活動をスター
ト。コロナ禍という状況もありま
すが、ネットにつながりさえすれ
ばどこからでも参加できるとい
う利点から、オンラインでの開催
をメインにしています。
　主要メンバー６名が住んでいる
地域はバラバラですが、オンライ
ンなので、距離が離れていても
協力し合って 活動できるそう。
練馬区でのイベントを 担当する
浅葉さんは、これなら障害の有
無や年齢に関係なく誰でも参加
できるのではと思い、メンバー
の一員となりました。
　「アートは難しいものと考えて
いましたが、こんなに簡単に楽

代表の石井麗子さん（左上）、練馬担当の
浅葉紘子さん（中央右）とメンバーの皆さん

絵の具をつけたものを転がして描く「色
の道」。繊細でダイナミック！

   ■ はなうた図工室
 代表：石井  麗子
 ホームページ：https://hanauta-
 zukou.localinfo.jp/

はなうた図工室
しめるんだ！と発見の 連続でし
た。固定概念が取り払われ、『み
んなと同じでなくてもいいんだ』

と、心が 楽になりま
した」と浅葉さんは話
します。
　練馬区初のイベント
は、今年１月、オンラ
インで開催された「練
馬つ な がるフェスタ
2021」。ワークショッ
プに参加した10数名
が、それぞれ個性豊

かな作品を完成させました。
　他のエリアでは作品展示やワー
クショップをリアルでも開催する
ようになり、浅葉さんは、「練馬
区でも、リクエストがあれば児童
館や公園などどこへでも行くの
で、ぜひお声かけください！」と
意欲的です。
　はなうた図工室の今年度のテー
マは、学童期の子どもと保護者・
支援者を対象にした活動。子ど
もと過ごす時間が増える夏休み
に、親子で参加してみませんか？
ホームページにイベントの予定や
動画が掲載されているので、ぜ
ひチェックしてみてください！

いつでもどこでも誰でもできるアートを楽しもう！

葛飾区で 開催したリアルのワー
クショップにはたくさんの 親子
が参加しました
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★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）
※新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針に基づき、7月12日〜8月22日は、閉館時間を21時までに短縮します。

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。

ひらめきとやる気で、地域を元気に！
「地域おこしプロジェクト」事業企画を募集します!!

地域おこしプロジェクトは、区民の皆さまの自由な発想で
練馬の未来に向けた取り組みを区と協働で進めていく事業です。
今回、令和4年度から実施する事業企画を募集します。

【問い合わせ・申込先】 協働推進課協働事業担当係　〒176-8501　練馬区豊玉北6-12-1　練馬区役所本庁舎９階
 TEL：03-5984-1614　FAX：03-3557-1351　E-mail：KYODOSUISHIN03@city.nerima.tokyo.jp

募集締切：令和3年11月18日（木）

PR動画を公開！
（ 8 月1日〜 ）
詳しくはこちらから ! !

【対象】町会・自治会、商店会、NPO 法人、一般社団法人、株式会社、
地域活動団体など、区内で活動する団体（法人格の有無は問いません）
【主な支援内容】
① 区職員の派遣：企画立案・実施の各段階で目標達成を支援
② 補助金：３年間で最大 300 万円
③ 事業運営に対する支援：的確な事業運営を図るため、専門家によ
る経営相談が受けられます
【申込】区ホームページ「地域おこしプロジェクト」または、区民協働
交流センター窓口、練馬区役所本庁舎９階 協働推進課にて配布して
いる募集要項をご覧の上、必ず事前相談（要予約）を受けてください。
※予約は、8 月10 日（火）から各回の 3 日前までに、電話またはメー
ルで協働事業担当係へ

  9月10日（金） ①15時〜 ②16時〜 ③17時〜 ④18時〜

  9月29日（水） ①15時〜 ②16時〜 ③17時〜 ④18時〜

10月 4日（月） ①17時〜 ②18時〜 ③19時〜 

10月19日（火） ①13時〜 ②14時〜 ③15時〜 ④16時〜

11月11日（木） ①16時〜 ②17時〜 ③18時〜 ⑤19時〜

【内容】 ・地域おこしプロジェクトへの応募のポイント
 ・継続的な事業運営に関するノウハウ（ソーシャルビジネスの考え方や事例紹介など）
【申込】 各申込期限までに右記申込フォームから　または電話・メールで協働事業担当係へ

申込フォームは
こちら

日  時 申込期限 備  考

① 動画配信 8 月10 日（火） 〜11月 8 日（月） 11月 5 日（金）17 時まで メールで動画 URL を送付します

② 会場開催 8 月 27 日（金）  18 時〜19 時 30 分 8 月 24 日（火）17 時まで 会場：ココネリ３階研修室１（練馬 1-17-1）

応募説明・サポート講座を開催

※①、②ともに内容は同じです。

これまでの実施事業をご紹介
●食農文化のまち練馬へ ～ ALL 練馬でワインづくり ～ ●〈しもねり・かわら版〉みんなで創るよ！ 宿場の絆‼

（団体：ノースファミリー実行委員会）
北町地域の住民のつながりを深めるため、
北町のイベントや歴史、商店街、子育てな
ど、現場を住民が取材し作り上げる「しも
ねり・かわら版」を発行。かわら版やホー
ムページ・SNS を通して、地域の情報を
発信しています。

（団体：ねりまワインプロジェクト）
練馬産ワイン用ぶどうによる地域ブラ
ンドワインを新たに開発。サポーター
とともにぶどう栽培からワイン醸造ま
で行い、完成したワインを通して、練
馬を「食農文化のまち」として PR して
います。

事前相談会日程　※事前予約制（先着順）
会場：ココネリ３階（練馬 1-17-1）
　　　 またはオンライン（Zoom）　　　　  


