
 

出前講座やフォーラム開催支援で 
市民版･地域福祉計画づくりを応援！ 

NPO法人こすもすは、2008年の 

設立以来、年齢や障がいの有無を問

わない働く場や就労支援、地域の居

場所づくりをすすめることを目的にパ

ン・焼き菓子の製造販売・カフェの運

営を行うとともに、地域の人たちの作

品を展示するミニギャラリーや季節の 

お楽しみ企画や、食に関する講習会などを開催してきまし

た。また、他団体による月１回日曜開催の「こすもす・誰で

も食堂実行委員会」に場所を提供しています 

2009 年には「社会適応訓練事業」の登録事業者とな

り、支援が必要な人をスタッフとして受け入れ、2人の方が

一般就労につながりました。その後もこすもすへの直接の

問い合わせによる受け入れスタッフが増え、月曜日から土

曜日のすべてに、支援が必要なスタッフが働いている状

態になりました。引きこもりがちな生活を改善したいが、働

くきっかけが出来なかった人などが、接客などを通じて自

信をつけ、自ら就職活動をして就労したケースもあります。 

そして開業 10 年目を迎える 2019 年 6 月、これまで

の経験を踏まえて就労継続支援Ｂ型事業所をスタートさ

せました。就労継続支援Ｂ型事業では、障がいを持った人

が仕事に必要な知識や技術を身につけ、社会とつながり、

安定して働く体力・意欲を持って次のステップに行けるよ

う、それぞれの力を引き出す支援を行います。 

生活クラブ運動グループ・八王子地域協議会の市民版

地域福祉計画にも「共に働く場づくり」が位置付けられて

おり、今後も誰もが自分の個性を生かして学びあい、支え

合いながら共に働く場をつくることを共に進めていく方針

です。     （インクルーシブ事業連合事務局 平岡晴子） 
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サポーター募集中！あなたの１日 10円で、つながり・支えあう豊かなまちをつくろう！  

● 出前講座の開催 

市民版地域福祉計画策定と実行の動きをさらに推進し

てくために、運動グループによる地域福祉推進のため

の出前講座を 4つのテーマで企画し、地域協議会で

の開催をよびかけます。 

テーマ：①市民版地域福祉計画と市民による市民のた

めの安心ネットワーク構想 ②社会を豊かにするお金の

循環をつくろう（ファンド説明会） ③あなたのまちに「ま

ちのほっとスペース」をつくろう（まちのほっとスペース

構想）④福祉事業の現場を知ろう（見学会） 

● フォーラム開催支援 

地域協議会が主催する、市民版地域福祉計画の策定

や実行につながるフォーラム等の開催に対して、講師

料・広報費・会場費を対象に 3万円を上限とした費用

を助成します。 

● 「共に働く」説明会の実施 

就労に困難を抱える人と共に働くことを推進するため、

受け入れ団体やコーディネイト機能を担う団体を増やす

ことを目標とした構想の説明会を、地域協議会に働き

かけて開催します。 

    ★インクルファンドで助成した団体を紹介します★ 

    NPO法人こすもす 就労継続支援B型事業所 

パン&カフェこすもす（八王子市） 

 
 

 

 

  

 

★ 総会に先立ち、インクルファンドで助成した NPO法人 VIVID（写真

左）による就労継続支援Ｂ型事業、（一・社）共働事業所よって屋

（写真右）による片付け事業の活動報告を実施。 

2019 年度第1回インクルファンド助成・プレゼンテーション  
2019年 9月 6日（金）10：30～12：30 場所：生活クラブ館スペース 1･2   

連絡先：03-5426-5207 インクルーシブ事業連合事務局（生活クラブ生協・たすけあいネットワーク事業部内） 
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就労継続支援 B型事業所 パン&カフェこすもす 
お問合せ：電話&FAX 042-686-2622  

Email：cafe.cosmos802@gmail.com 

所在地：八王子市片倉町 440-15 

開所日：月曜日～土曜日（日・祝日はお休み） 

開所時間：9:00～17:30時（月曜日は 9:30～13:00） 

 

 

6 月 22 日に行われた
総会には、97 名中 82
名の代議員が出席
し、すべての議案が賛
成多数で可決されまし
た。 

生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事

業連合の第 8 回通常総会で決定した、2019

年度の主な活動方針をご紹介します。 

 

 

サポーターとは『地域ごとに必要な機能をつくり、市民が参加し利用するまちづくり型福祉』を推進し、 

豊かな地域社会づくりにつなげるために、インクルーシブ事業連合の運営およびインクルファンド助成の 

財源を寄付で支える、個人または団体のことです。 

＜会費＞ 個人 3,600円/年 団体 10,000円/年 

※生活クラブ組合員の場合、お申し込みいただくと 300円/月を共同購入代金と一緒に引き落とします。 

（中止のお申し出がない限り、引き落としは継続されます） 

★サポーターになるには、下記の申込書をファックスまたは郵送していただくか、WEBページの 

お申し込みフォームからご登録ください。➱https://www.inclusive-gr.com/supporter/ 

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 

ファックス: 03-5426-5203  電話：03-5426-5207  

 お名前  

ご住所 〒 

電話番号  メールアドレス  

 

所属 

 

・生活クラブ生協（組合員コード：          ） ・助成を受けた団体  

・運動グループ（団体名：                 ）会員・メンバー 

・その他（                     ） 

申し込み口数 個人（   ）口 ・・・1口 3,600 円/年 

団体（   ）口 ・・・1口 10,000 円/年 

＊ご記入いただい個人情報は、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団体】生活クラブ生協・東京/NPO法人アビリティクラブたすけあい（ACT) 

社会福祉法人悠遊東京ワーカーズ･コレクティブ協同組合/東京・生活者ネットワーク/東京 CPB（コミュニティパワーバンク）     

認定 NPO 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/環境まちづくり NPO エコメッセ 

● インクルファンド（地域たすけあい福祉基金） 

地域福祉に関わる活動や事業に対し、年間予算 700

万円で年 2回の助成を行います。（次回は 10月から

募集開始） 

● ともに働く事業所支援 
働きづらさをかかえる人と「ともに働く」事業所へのス

ポット寄付を募集します。 

● 人材育成（裏面もご参照ください） 

・子どもへの虐待をテーマに、子育てを地域で支えるし

くみの重要性について共有する「子育て支援フォー

ラム」を実施します。 

・食を通じた地域の拠点づくりをテーマに「福祉ツア

ー」を実施、人材の掘り起こしや育成につなげます。 

・まちの縁がわフォーラムの開催を支援します。 

● 政策提案 

・福祉事業の現場の声を集め、東京都の 2020 年度

予算に対する提案を行います。 

● 情報収集と発信 

・「インクルーシブ通信」を年 4 回発行し、インクルーシ

ブ事業連合の取組みや、インクルファンドで助成した

団体の活動等を報告します。 

 

田中のり子 

傍聴ご希望の方は
ご連絡ください 

 



                                                                        

           
子育て支援フォーラム 2019 

子どもと親の SOS を受け止める 
まちづくり 

子育て世帯が抱えている困難を、地域の様々な資源が連

携して支えるしくみをつくり、社会からの孤立を防いで虐

待などへのリスクを減らしていくことが必要です。 

日時：2019 年 10 月 5 日（土）14：00～16：30 

会場：生活クラブ館スペース 1･2 

＜第１部・講演＞  

・講師：天野智子さん～相談、グループケアの活動から 

（社会福祉法人 子どもの虐待防止センター相談員） 

＜第２部・パネルディスカッション＞ 

・パネラー：生活クラブ保育園ぽむ、子育て広場ぶらん

こ・ACT たすけあいワーカーズ、子ども食

堂などにかかわる運動グループのメンバー 

・コーディネーター： 

今井明代さん（保育園ぽむスーパーバイザー） 

・参加費：500 円 ＊インクルサポーターは無料 

・申込締め切り：10 月 2 日（火） 

 

企画いろいろ♪ ご参加お待ちしています！ 
「しげんカフェ」は、愛知県を中心に数か所で展開さ

れている事業で、古紙・古着などの資源を地域住民か
ら有償で買い取り、リサイクル業者に販売することで収
益を上げています。資源の買取センターにはカフェ等
が併設され、地域住民が交流し親睦を深める拠点とな
っています。資源の地域住民からの回収自体は新しい
取り組みではありませんが、高齢者や障がい者など就
労が困難な人々を含めた「仕事おこし」としての可能
性を持っており、地域住民の「居場所づくり」や地域の
様々な団体の交流拠点としての機能も果たしていくこ
とが期待されています。 

2018 年に生活クラブ運動グループ団体および企
業組合あうんによる「しげんカフェ事業検討プロジェク
ト会議」が設置され、事業化に向けての検討が行われ
ました。プロジェクトの答申を受け、今年６月よりデポー
東村山にてワーカーズ・コレクティブ スーユンタンを運
営主体とし、生活クラブは目標に即して支援するという
位置付けで取り組みが始まりました。 

運営するスーユンタンは、就労に困難を抱える人と
共に働く事業所として、２００９年からリフォームや清掃、
ポスティングなどの事業を行っています。代表の和田安
希代さんにお話を伺いました。 

地域の取り組み紹介  しげんカフェ（東村山市） 

福祉ツアー2019 

食でつながる地域の拠点づくり 
日時（予定）：１１月１５日（金）  
集合：10：00 吉祥寺駅北口 関東バス２番のりば前
（公共交通機関を使って 2 か所をまわります。） 
見学先：  
① MODOLINO_（武蔵野市緑町） 
シェアキッチンをベースにした創業支援施設。創業実践
学習カレッジ、生産・出店・販売体験、創業応援型カフェ
などを行う。 
② ｏｋａｔｔｅにしおぎ（杉並区宮前） 
住宅を改築して始めた有料会員制の「まちのシェアキッ
チン&リビング」。２F はシェアハウスとして賃貸している。 
参加費：1,000 円 ＊交通費、昼食代は各自負担 
定員：15 名 申込締め切り：11 月 1 日（金） 

買い取るしげんは段ボール・紙類（感熱紙以外）・新
聞紙・本・雑誌・古着などです。ポイント制で紙類 1 ㎏２
ポイント、１００ポイントで１００円の金券と交換します。 
６月からのプレオープンを経て、７月からの本実施では
持ち込みは多い日で８人ほどですが、約半月で新聞や
古紙、段ボール、本・雑誌、古着など５１５㎏を回収しま
した。古本は分類して値段をつけ、事務所内で販売もし
ています。（写真左が和田さん） 

現在５人のスタッフが有償ボラ 
ンティアとして関わっており、就労 
につながる場として、また居場所 
として機能しています。また、行政 
の回収のみに依存しない資源循環のモデルとなっている
こともポイントです。今後に向けては、近隣への広報をす
すすめ、持ち込む人を増やしていくとともに、まちのほっと
スペースとも連携して古着のリサイクル販売などをすす
めて収入を少しでも増やしていくことを検討中です。  

インクルーシブ事業連合事務局 平岡晴子 

生活クラブ子育て広場 ぶらんこ粕谷（ワークスペースひろば型） オープン 

生活クラブの学校企画・まちの縁がわフォーラム２０１９ 
あなたの住む東京に 

「まちの縁がわ」をひろげよう！ 
ほっとスペースは、誰でも気軽に利用できる地域の居
場所。気軽に相談できたり、暮らしのちょっとした困りご
との手助けをするほっとサービスも利用できる、身近な
安心の拠点です。まちの縁がわワーカーズが運営を担
い、現在都内１１か所にひろがっています。 
 
日時：2019 年 9 月 7 日（土）13：30～16：00 
会場：生活クラブ館スペース 1・2  
参加費：無料  
申込締め切り：8 月３１日 
     

【内容】 
１． 11 か所のまちの縁がわ活動紹介 

２． 東京の「地域包括ケアシステム」のお話 

３． パネルディスカッション 
東京に「まちの縁がわ」をひろげるための協働とは 

～わたしたちができること、行政ができること 
 

 

第 11 回 認知症ＳＯＳネットワーク模擬訓練 
（西東京市） 

高齢者をみんなで見守るまち、認知症になっても安心して
暮らせるまちを目指し、社会福祉法人悠遊を中心に、西東
京市と周辺地域の地域包括支援センターなどが連携して
実施しています。毎回100名近い市民が集まり、高齢者が
行方不明になったという想定のもと、行方不明の高齢者の
役を演じる人をグループに分かれて捜索します。 
日時：２０１９年 11 月１７日（日）午前（予定） 
詳細は下記までお問合せください。 
 
 
 
ともっと事業体 

～一緒に働く社会を目指して～ 
多様な「共働」のネットワークを張ろう 
日時：2019 年 10 月 13 日（日）13：30～16：00 
会場：都立多摩図書館セミナールーム 

（国分寺市泉町２丁目２−２６） 
参加費：資料代５００円 
主催：ともっと事業体  
共催：東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合、 

生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事業連合 
連絡先：ともっと事業体 090-1795-1412（和田） 

世田谷区からの委託を受け、生活
クラブ生協が運営するワークスペ
ース付き子育てひろばが 8 月 23
日オープンします。 

子育てひろばは地域に住む親子が安心して過ごせる場
所です。子どもの育ちを喜びあったり、自分たちの日々を
語り合ったり、地域で楽しみながらみんなで子育てがで
きる場所でありたいと思います。少しでも自分の好きな
時間ができたり、会いたい人が増えるような場所にして
いけたらいいなと思っています。 

おでかけひろば 

対象：世田谷区にお住まいの未就学児（主に 0 歳から 3
歳）のお子さんと保護者（これから子育てを始め
る親を含む） 

実施日：月曜日～金曜日 
（祝日、ＧＷ、夏季お盆、年末年始を除く） 

料金： 無料（イベント参加に実費が必要な場合がありま
す）＊初めての利用の際は、登録が必要です 

ワークスペース 

おでかけひろばの２階に仕事ができる「ワークスペース」
があります。ワークスペースではお仕事をしたり資格取
得のための勉強をしたりと自由に時間を使えます。Wi-
Fi やプリンターなど用意してあります。 

 

 

 
ｏｋａｔｔｅにしおぎ 

 
MODOLINO_ 

対象：世田谷区にお住まいで生後 4 か月～3 歳（未就
園児）までの子どもを預け、ワークスペースで仕
事をしたい方 ※ワークスペースだけの利用はで
きません。  

実施日：ひろばの実施日と同様 
定員：ワークスペース２席／一時預かり３名 
※一時預かりは、ワークスペース利用者を優先します

が、定員に空きがある場合はワークスペース利用者
以外も利用可能です 

※打合せなどのため、子どもを預けたまま外出すること
は可能ですが、 外出する場合でもワークスペース利
用料はかかります 

 
スタッフも募集中！ 
親子の交流や地域との繋がりを大切にし、小さな子を
持つ親が子育てしながら、ゆるやかに働ける場所を目
指します。地域で働きたい、子どもの育ちを応援したい
と思っている方、ぜひぶらんこで働いてみませんか。 
 

子育て支援フォーラム・福祉ツアーのお問い合わせ・お申込み先 

生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事業連合 ℡ 03-5426-5207  

（Emaiｌ） info@inclusive-gr.com 

オープン 毎週 月・火・土・日 10：30～16：00 
スーユンタン事務所 東村山市久米川町 3-32-44 
（デポー東村山に併設） 
お問合せ ℡ 042-306-2442 

所在地：世田谷区粕谷 3－16－5 
アクセス：千歳烏山駅から徒歩 13 分、 

千歳船橋駅よりバス約 7 分 
連絡先：生活クラブ生協たすけあいネットワーク事業部 
℡ 03-5426-5207 
担当：上山 （受付：月～金 9 時～17 時） 

     お問合せ・お申込み先： 
ＮＰＯ法人アビリティクラブたすけあい（ACT） 

℡ 03（5302）0393  Fax 03（5302）0394 

社会福祉法人 悠遊 
℡ 042-439-6501   

 

mailto:info@inclusive-gr.com

