※ インクルーシブ事業連合主催及び会員団体主催の
企画や講座をご案内しています
2013年2月

障 がいがあっても、地 域 で共 に働 ける場 をつくろう！
VOL.3
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がい者とともに働
とともに働く喜びをつくりだす団体
びをつくりだす団体、
団体、コンチェルティーノ。
コンチェルティーノ。清掃業務を
清掃業務を請
け負う『お掃除ぽるか
掃除ぽるか』
ぽるか』の取り組みなど実践
みなど実践を
実践を通したお話
したお話をお聞
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【日 時】2013 年 2 月 21 日（木）14 時～16 時
【場 所】生活クラブ
生活クラブ館地下
クラブ館地下スペース
館地下スペース（
スペース（世田谷区宮坂 3-1313-13/小田急線経堂駅北口
13/小田急線経堂駅北口より
小田急線経堂駅北口より徒歩
より徒歩 3 分）
【講 師】浅川 悦子さん
悦子さん（
さん（NPO コンチェルティーノ代表
コンチェルティーノ代表）
代表）
【参加費】
参加費】ACT 会員・
会員・無料/
無料/一般・
一般・1,000 円 ※当日会員登録できます
当日会員登録できます！（
できます！（年会費
！（年会費 3,000 円）
●主 催：特定非営利活動
特定非営利活動法人
活動法人アビリティクラブたすけあい
法人アビリティクラブたすけあい（
アビリティクラブたすけあい（NPO・
NPO・ACT）
ACT）
●申込先：
申込先：電話03
電話 0303-51555155-0835 ＦＡＸ：03
ＦＡＸ：0303-51555155-0836 ACT 事務局 北後（きたご）
きたご）愛澤（あいざわ）
あいざわ）

生活クラブ「地域福祉推進のための費用援助」
が 2013 年度から「地域たすけあい福祉基金」

「まちの縁がわ」説明会と 2012 年度開設の「縁がわ」からの報告会
（インクルファンド）にバトンタッチ！
気軽に
。
気軽に立ち寄れたり、
れたり、ちょっとしたことが相談
ちょっとしたことが相談できたり
相談できたり、
できたり、手伝ってもらったり
手伝ってもらったり、
ってもらったり、そんな場所
そんな場所が
場所が「まちのほっとスペース」
まちのほっとスペース」
ﾜｰｶｰｽﾞまちの縁
ﾜｰｶｰｽﾞまちの縁がわが運営
がわが運営しており
運営しており、
しており、既に 3 か所（2 月から 4 か所）で活動を
活動を開始しています
開始しています。
しています。活動報告を
活動報告を聞き、あなた
も「まちの
まちの縁がわ」
がわ」づくりにチャレンジしませんか？
づくりにチャレンジしませんか？

【第 1 回：日時】
場所：
日時】2013 年 2 月 26 日（火）14 時～16 時 場所
：東久留米成美教育文化会館
【第 2 回：日時】
日時】2013 年 3 月 2 日（土）14 時～16 時 場所：
場所：NPO・
NPO・ACT 会議室（新宿区歌舞伎町 2-1919-13ASK ﾋﾞﾙ 7 階）
●主 催：特定非営利活動
特定非営利活動法人
活動法人アビリティクラブたすけあい
法人アビリティクラブたすけあい（
アビリティクラブたすけあい（NPO・
NPO・ACT）
ACT）
●申込先：
申込先：電話 0303-51555155-0835 FAX03FAX03-51555155-0836

1997 年に開始した生活クラブ「地域福祉推進のため
の費用援助」はこれまでに約 260 件に約 5,200 万円の
費用助成を行い、市民参加型の地域福祉を広げること
に寄与してきました。私たちの暮らしの安心を人任せ
にせず、自らが活動や事業に関わり、問題解決への取
組みや必要なしくみづくりに挑戦することをこの費用

地域で起業するための事例紹介とワークショップ（生活クラブの学校・「はたらく」のクラス）

2010 年アトリエトントゥのはた織りレベルアッププロジェク
トに助成（知的障がい児の余暇活動作業所トントゥハウス）

援助は応援してきました。

【日 時】2013 年 3 月 2 日（土）10 時 30 分～16 時 30 分
【場 所】生活クラブ館地下
クラブ館地下スペース
館地下スペース（
スペース（世田谷区宮坂 3-1313-13/小田急線経堂駅北口
13/小田急線経堂駅北口より
小田急線経堂駅北口より徒歩
より徒歩 3 分）
【コーディネーター】
コーディネーター】坪井眞里さん
坪井眞里さん（
さん（東京ＣＰＢ
東京ＣＰＢ理事長
ＣＰＢ理事長）
理事長）藤木千草さん
藤木千草さん（
さん（ワーカーズ・コレクティブ ぷろぼの工房
ぷろぼの工房）
工房）
【参加費】
参加費】組合員1,000
組合員1,000円
1,000円 一般1,200
一般1,200円
1,200円
★フィールドワーク 国立市・
国立市・府中市を
府中市を訪ねて～
ねて～市民・
市民・組合員・
組合員・学生の
学生の実践から
実践から学
から学ぶ～★
【日 時:】 2 月 18 日(月)現地 10 時半～
時半～15 時（予定）
予定）集 合: ＪＲ南武線
ＪＲ南武線「
南武線「谷保」
谷保」駅（詳細は
詳細は下記までお
下記までお問合
までお問合せ
問合せ下さい）
さい）
●主 催：生活クラブ
生活クラブ生協
クラブ生協・
生協・東京
●申込先：
電話：0303-54265426-5202（ＨＰからの
（ＨＰからの申込
からの申込み
申込み☞ 検索生活
検索生活クラブの
生活クラブの学校
クラブの学校）
学校）
申込先：生活クラブ
生活クラブ生協
クラブ生協・
生協・東京 理事会事務局 電話：

こうして、地域に生み出された活動や事業が横につ
ながり、ネットワーク型のまちづくりをさらに推進す

意思ある個人の 1 日 10 円を
「市民主体のまちづくり型福祉」に投資しよう！

ることで、新たなしくみづくりにつなげるために 2012

助成先の活動や事業を気にしたり、利用しようと思え

年 3 月に生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事

るように、助成の財源も直接寄付方式とし、年間 1 口

業連合を立ち上げました。地域の活動や事業支援を行

3,600 円（生活クラブ組合員は月 300 円ずつの引き落

う中間支援を役割とするインクルーシブ事業連合が同

としができます）を意思ある個人からインクルファンド

時に助成事業を担えば、お金だけの関係ではない支援

へと寄付募集します。一人でも多くの方に寄付参加して

がこれまで以上に丁寧に行えると考えました。そして、

いただくことで、皆さんの暮らす地域を豊かにしていき

新たなしくみづくりの強化につながるように、これま

たいと考えています。

切り取り

1 日 10 円 でまちづくり ★ サポーター募集中！
◎ インクルーシブ
インクルーシブ事業連合
事業連合は
事業連合は、生活クラブ
生活クラブ運動
クラブ運動グループのこれまでの
運動グループのこれまでの実績
グループのこれまでの実績やノウハウ
実績やノウハウ、
やノウハウ、強みを活
みを活かしながら、
かしながら、地域が
地域が主体的
にまちづくりに取
『地域ごとに
にまちづくりに取り組むことを支援
むことを支援します
支援します。
します。
地域ごとに必要
ごとに必要な
必要な機能をつくり
機能をつくり、
をつくり、市民が
市民が参加し
参加し利用するまちづくり
利用するまちづくり型福祉
するまちづくり型福祉』
型福祉』を推
進するために、
るために、情報の
情報の受発信や
受発信や人材育成、
人材育成、資金援助などの
資金援助などの中間支援機能
などの中間支援機能を
中間支援機能を担います。
います。
◎ サポーターとは、
サポーターとは、インクルーシブ事業連合
インクルーシブ事業連合の
事業連合の運営および
運営および助成
および助成の
助成の財源を
財源を寄付で
寄付で支える個人
える個人または
個人または団体
または団体のことです
団体のことです。
のことです。
【会費】
会費】 個人 3,600 円/年 団体 10,000 円/年
※生活クラブ
生活クラブ組合員
クラブ組合員の
組合員の場合、
場合、登録制で
登録制で 300 円/月を共同購入代金と
共同購入代金と一緒に
一緒に引き落としができます。
としができます。
★下記の登録申込書をファックスまたは郵送していただくか、
ホームページのお申し込みフォームからご登録ください。➠ URL http://inclusivehttp://inclusive-gr.com /
郵送先：〒156-0051 世田谷区宮坂 3-13-13 ３F「生活クラブ・東京」内 インクルーシブ事業連合
Fax: 0303-54265426-5203 ℡：0303-54265426-5207 メール：info@inclusiveinfo@inclusive-gr.com

〒

申し込み口数

込みをお願いいたします！！

インクルファンド第 1 回助成は 2013 年 7 月
生活クラブの組合員の方には、2013 年 2 月 7 週に初回
のインクルファンド募集ニュースを一人一枚配達便で
配布いたします。（各デポー店頭にも置かれます。）
また、
同時にインクルーシブ事業連合のホームページに

2012 年「高齢者の居場所としての歌声喫茶」に助成（NPO プラス・ド・西東京）

電話番号
所属

り組みを目指します。

ぜひご賛同いただき、裏面のサポーター登録用紙で申

もアップしますので、詳細はそれらをご覧ください。

お名前
ご住所

での申請受付型から申請者の発掘をも視野に入れた取

インクルファンドの助成は 7 月と 2 月の年 2 回。詳細は募集要項に記載されます。
ぜひサポーターになって財源を支えてください（
になって財源を支えてください（4
ぜひサポーター
になって財源を支えてください（
4 面に申込み用紙があります）

メールアドレス
・一般 ・助成を受けた団体
・運動グループ（団体名：
・そ の 他 （

個人（

）口

1口

・生活クラブ生協（組合員コード：
）会員・メンバー
）

3,600 円/年

団体（

）口

）

1 口 10,000 円/年

※ ご記入いただいた個人情報は、インクルーシブ事業連合のサポーター登録およびお知らせの送付に限り使わせていただきます。

【インクルーシブ事業連合構成
【インクルーシブ事業連合構成団体】
事業連合構成団体】生活クラブ生協・東京/23
生活クラブ生協・東京/23 区南生活クラブ生協/
区南生活クラブ生協/北東京生活クラブ生協/
北東京生活クラブ生協/多摩きた生活ク
ラブ生協/
ラブ生協/多摩南生活クラブ生協/NPO
多摩南生活クラブ生協/NPO 法人ｱﾋﾞﾘﾃｨｸﾗﾌﾞたすけあい（ACT)/
法人ｱﾋﾞﾘﾃｨｸﾗﾌﾞたすけあい（ACT)/社会福祉法人悠遊
ACT)/社会福祉法人悠遊 /東京ﾜｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ協同組
合/東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝｸ/NPO
東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝｸ/NPO 法人市民ｼﾝｸﾀﾝｸひと・まち社/
法人市民ｼﾝｸﾀﾝｸひと・まち社/認定 NPO 法人まちぽっと/
法人まちぽっと/東京・生活者ﾈｯﾄﾜｰｸ

