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本誌発刊にあたって

ホットな成果

活動開始からまもなく１０年
広報誌を創刊
ご入会・お問合せ 大歓迎！

「ジモトのおやつ」、「ＮＰＯ協働事例」
両プロジェクトで雇用７名
「協働事例集」を制作

実は数年前も広報誌

平成２２年度は、
「埼玉県緊急雇用創出事業」でも

を発行しておりました

ある、埼玉県の委託事業を２件、実施しました。

が、人手の理由にてや

１件は、
「地域資源活用商品による地域づくり推進

むを得ず発行を取りや

事業」で、
『ジモトのおや

めた経緯がございます。

つ』プロジェクトと呼ば

その後、復刊を期して

れています。４名を１年

参りましたが、今回、

間雇用し、埼玉県南西部

専任スタッフを会員か

地域６市１町（朝霞市・

ら募り、改めて広報誌

志木市・和光市・新座市・

を創刊する運びとなりました。どうぞこれからあら

富士見市・ふじみ野市・

ためてご愛読いただければと思います。

三芳町）のブランド商品

理事長：柴田郁夫

さて、ＮＰＯ法人東上まちづくりフォーラムは、

開発を行い、地元店舗の

平成１３年１２月に活動を開始し、平成１４年９月

商品や中小企業の製品の

に法人登記しました。そして、この１２月で活動開

販路開拓・販路拡大をし
ガイドブックは以下のサイトから
ダンロードできます。
http://j-oyatsu.com/

始から１０年を迎える運びとなりました。これもひ
とえに、ご縁を頂いた皆様方の御蔭と深く感謝申し

ました。本年度も継続し、
３年目に入りました。

上げます。
そしてこの間、いろいろなＮＰＯ活動を経験し、

もう１件の「ＮＰＯ活動情報発信事業」では、３

現在はいろいろなプロジェクトを手がけるまでに成

名を約半年間雇用し、埼玉県の情報交流サイト「Ｎ

長いたしました。しかし一方で、活動の全体がもっ

ＰＯ協働ひろば／つながリーナ」への登録を勧誘、

とよく分かるようにして欲しい、というご意見も伺

３７７件の新規登録(企業・諸団体３３０件、行政・

っております。

ＮＰＯ他４７件)を得ました。

そこでこれから、この広報誌では、当フォーラム

またＮＰＯ法人と企業等との「協働事例集」を制

の活動領域を「支え合う」「働く」「楽しむ」などの

作しました。同様の事例は今後県のホームページで

カテゴリーに分けて、それぞれお知らせして参りた

も掲載されていく予定です。地域の問題解決に是非

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

この事例集を参考にしていただければと思います。

ご入会やお問合せも大歓迎！です。（柴田郁夫）
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支え合う

働く

お手伝い隊

高齢者や障がい者のお困りごとを
ボランティアするお手伝い隊

「お手伝い隊」は埼玉県の福祉政策「地域支え合

助っ人隊

ビジネス助っ人隊はシニア世代がキャリア
を活かして活躍する仕事人の集団です

平成１９年、埼玉県「団塊世代活動支援センター」

いの仕組み推進事業」の助成を受けて、
「志木市地域

は、団塊世代の定年退職者２６万人の受け皿を募集

支え合い・お手伝い隊」として高齢者や障がい者の

するコンペを実施しました。当フォーラムはクライ

お困りごとを家族に代わりサポートしています。こ

アントから仕事を受託する「ビジネス助っ人隊」を

の事業を平成 22 年 7 月に開始しました。事業主体

提案し採択されて、同年８月、事業を開始しました。

は志木市商工会で、当フォーラムがボランティア事

クライアントとは企業・地方自治体・各種団体で

業を商工会から受託しています。

す。複数の正会員でチームを編成し、チームのリー

平成 23 年 5 月現在、利用会員５７名、お手伝い

ダーの下、受託した仕事を行い、メンバーは労務対

隊員６２名、活動件数４１件５７時間のサポートを

価を得ます。もし余剰利益が出ればＮＰＯ活動資金

行っております。お手伝い隊の女性会員は３８名が

に回します。

加わってボランティア活動の大きな戦力として活躍

当フォーラムの正会員になり、当フォーラムとク

しています。利用会員、お手伝い隊員および活動件

ライアントの情報を第三者に漏洩することを禁ずる

数は、日々増加しています。更に利用会員・お手伝

秘密保持契約を交わせば、このような仕事が出来ま

い隊員を増やすべく募集中です。ご興味がある方は

す。また、このような仕事はできませんが、イベン

是非ご応募いただければと思います。

トへの参加や NPO 関連情報をメールで受け取れる

この仕組みは、利用会員が 1 時間 800 円のお手
伝い券を購入、所要時間分のお手伝い券を謝礼とし
てお手伝い隊員へ渡し、事務局はそのお手伝い券を

入会金・年会費無料の登録会員制度もあります。
平成２３年５月末現在の正会員は５５名、登録会
員は１５０名です。

志木市内の商品券取扱店で使える 500 円の商品券
と交換します。この時の差額 300 円はお手伝い隊員
がお手伝い券をいただけなかった場合の支払や事務
局の運営費用になります。

「彩の国ビジネスアリーナ 2011」 当フォーラムのブース

ビジネス助っ人隊には、営業助っ人隊・コンサル
助っ人隊・パソコン IT 助っ人隊・映像助っ人隊・・・・・
などの専門助っ人隊グループがあります。また、新
柳瀬川ペアモール商店街のイベント

現状の運営モデルと件数では赤字です。ため、補
填財源と町興しを兼ね、商工会・商店街と連携した
イベントの開催や模擬店販売をしています。
（鈴木和雄）

規の助っ人隊を編成することも出来ます。昨年度は
学校助っ人隊が誕生しました。
平成 23 年１月には、スーパーアリーナで開催さ
れた展示商談会「彩の国ビジネスアリーナ 2011」
で当フォーラムのブースを設置し、ＰＲと顧客の発
掘を行なった所、大変好評を得ました。(鈴木和雄)
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楽しむ

とくとく市民大学

つなぐ

協働事業・中間支援

学び・教える・自己実現・人づくり・まち
づくり・社会貢献・あなたが講師

「インターンを通じたＮＰＯのコミュニテ
ィビジネス基盤づくりモデル事業」
東上線ＮＰＯネットの企画提案が採択

「特」、
「得」
、
「徳」、
「篤」など、
「とく」と読む漢

平成１８年に活動を開始した「東上線ＮＰＯネッ

字にはさまざまなものがあります。とくとく市民大

ト」は、東上線沿線のコミュニティビジネスに関心

学は、学ぶ人も教える人も自身なりの解釈をしてい

を持つＮＰＯで構成する任意団体です。東上まちづ

ただけるよう「とくとく」と命名しています。

くりフォーラムがその事務局を担って来ました。

東上まちづくりフォーラムの「セミナールーム」

今年１月２９日、東上線ＮＰＯネットは大学・自

がキャンパスで、平成２２年９月に開講しました。

治体学会と協働し、淑徳大学みずほ台キャンパスに

「とくとく市民大学」の合言葉は、「知る・学ぶ・
教える

て、「自治体学会・関東フォーラム 2011in 東上線

あなたを変えるその一歩！」です。その思

沿線」を開催しました。そこで、“「新しい公共」を

いは、
「学び、教える体験を通じて、自己実現し、人

どう創るか“という、講演会＆シンポジウムを行な

づくりがまちづくりに、そして社会貢献へとつなが

いました。

る場を提供すること」です。行政に依存することな
く自立した当フォーラム独自の市民大学です。楽し
みながら社会貢献できる、そんな場所なのです。
実務学部はビジネスや暮らしのお役立ち講座を提
供しています。文化学部は、自然との関わりや、先
人が積上げた歴史・文化を知り、今と未来に活かす
講座を提供しています。サークルは仲間とワイワイ
ガヤガヤ楽しむ場を用意しています。
今年度は、聴くのではない自分達で調査研究する
講座やビジネスモデルを検討しあう講座も計画され
ています。

淑徳大学みずほ台キャンパスでの「自治体学会」

講演会では、福島浩彦消費者庁長官においでいた
だき、
「新しい公共とは何か」を語ってもらい我孫子
市長時代に創設した「提案型公共サービス民営化制
度」の話などを聞きました。
東上線ＮＰＯネットは、その後、埼玉県の「市町
村・ＮＰＯ等協働モデル推進事業（新しい公共支援
事業・新しい公共の場づくりのためのモデル事業）」
の公募に企画提案した案件が６月に採択されました。
それは「インターンを通じたＮＰＯのコミュニティ
ビジネス基盤づくりモデル事業（企業・大学との協
働プロジェクト作り）
」です。ＮＰＯ法人が、東上線
沿線の大学からインターン生を募り、企業と連携し

文化創出実践塾/ジャズピアノで楽しむいつもと違う日本の秋

「とくとく市民大学」は誰でも講師になれます。
「ま

たコミュニティビジネスを起こすというプロジェク
トです。

ずは一歩踏み出し、受講生になって、それから講師

尚、東上線ＮＰＯネットはこれからＮＰＯ法人に

になって社会貢献へ」、自己実現に挑戦してみません

する予定です。東上まちづくりフォーラムが関わっ

か。1 歩がなければ 2 歩目は絶対ありません。ご参

たインキュベーションとしては、これが４例目にな

加をお待ちしております。（鈴木和雄）
。

ります。(柴田郁夫)
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◆「無線 LAN メッシュ利用研究会」研究仲間募

楽しいサークル・レポート

集。専門家大歓迎。3 人以上で開催。防災・掲
示板・商用・運行情報などの利用方法を検討。

◆国際ゲーム交流クラブ
６月１４日（火） トランプ「タイラミー」開催。

専門家のご指導も。実費負担(500～1500 円
程度)。連絡先 080-5435-6515(一瀬)

麻雀よりルールが大変簡単で、トランプ１組で３～
４人が楽しめるゲームです。今年から会費３００円

～予 定～

で入賞者に賞品があります。
参加者Ａ(談)「賞品を競いながらのプレイで結構マ
ジに。しかし会話もはずみ、愉快に交流しています」
参加者Ｂ(談)「ゲームの勝敗は別にして、終了後の
飲み会(希望者)が楽しみで毎回参加しています」
(春山郁雄)

◆二水会

7/13、8/10、9/14、10/11・・・

・毎月第２水曜日、１８時 30 分～２時間程度
・於、とくとく市民大学レクチャールーム
・会費千円、食事・飲み物付。
アルコール類は飲み放題。

◆写真俳句句会（写俳会）
６日９日(木) 皆さんが持ち寄った写真と俳句を、
1 人 1 台のパソコンで紹介、評価し合いました。
参加者(談)「2 週間に一度の句会が待ち遠しいです。

・近況・講演等、自由なコミュニケーション
と懇親の場。どなたもご参加可能。
参加者数は毎回５～１０名程度。
以下は、日時確定次第ホームページにて告知

ホームページで鑑賞文が付いて紹介されるのも楽し

◆地域マネジメント協働フォーラム

みです。」(三宅照一)

◆地域を知ろう！ワールドカフェ

http://tokutoku.tojocity.org/kukai.html

◆グローバル地域人のコミュニケーション・サ

◆音楽倶楽部ディグ
毎月第１土曜日の午後４時から開催しております。

ロン
◆地元を歩いて見て知り食べる体験教室

ＨＰ以外に募集活動はあまり行っていないせいか参

◆市民大学の相互交流

加者は数人ですが皆さん音楽好きで、ジャズやワー

◆高齢者支援フォーラム

ルドミュージックなど好きなジャンルの音楽ＣＤや

◆地域交流大会

ＤＶＤなどを掛け合い、珈琲と一緒に楽しい時間を

◆震災対応型：安心安全社会形成フォーラム

過ごしています。概ねご好評の様です。少しずつで
も音楽好きが集まってもらえればと思う次第であり
ます。(本多幸治)
◆美沙と楽しむ塗り絵
はがき絵、パステル画など、5 月に始めました。
楽しく手を動かすのがモットーです。ありのままの
心で、上手く描けても描けなくても、思い思いに楽
しんでいます。
参加者(談)「一人では描けないと思っていたのが、
みなさんと描いていると、自信を持って描けるのが
嬉しい」(河合美沙)

～ 掲示板 ～
◆「地域を知ろう勉強会」勉強仲間募集。3 人以
上集まれば開催。南西部地域の歴史・文化を自
分達で調べ現場に立ちます。毎回専門家のお話
も。歴史部と文化部。実費負担(500～1500
円程度)。連絡先 080-5435-6515(一瀬)
4
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編集後記
梅雨ならぬ真夏日の候、雨も、暑い日差しもこ
としはどんなものになるのでしょうか。東日本大
震災の被災地にとって過酷なものでなければよ
いと祈ります。
世の中が急速に変わっている感じがします。地
域経済は共存共栄、複数組織が得意技を出し合っ
てつながり新しいサービスが生まれる。当フォー
ラムの活動でそれを盛り上げようと思います。
(一瀬要)
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