インクルファンドで助成した団体を紹介します

町田・ワーカーズ・まちの縁がわ小山田桜台
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ほっとスペースさくらさくら（町田市）
居場所「さくらさくら」—
～まちづくり交差点をめざして
町田・ワーカーズまちの縁がわ小山田桜台
代表 石毛鍈子
多摩丘陵のすそ野に位置する小山田桜台団地の

商店街の店舗を借り受けて始めた「さくらさくら」
は、事業開始から半年が経ちました。取り組んでい
る事業は総菜の販売、18 ある BOX を使って市民作
家さんが制作したアクセサリーや帽子、マスク、木
工品などの委託販売です。草の根財団から助成を受
けて整えた厨房は保健所の許可も得て飲食業仕様で
す。総菜は高齢の方々も多く購入して下さいます。
生活クラブ生協の安心できる素材でつくる総菜はき
っと健康寿命の延伸に役立っているでしょうと思
い、そう願っています。BOX は借り手がいるかしら
との心配を他所に、次のチャンスを待つ方が出るほ
どに盛況、高齢化がすすむ団地の中で人が行き交う
まちへと貢献しています。
事業を始めるきっかけは
小さなお茶会。ある日のお茶
会で商店街のお店が空くと
の情報に、ここに居場所をと
の思いが重なり合いました。
詳細は省きますが、メンバーの多くが生活クラブ生
協の出資金の蓄積があり、それを使えば借入金に頼

サポーター登録のお願い

VOL．34
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16
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らなくても済むと思えたこと、それにインクルーシブ
事業連合の助成に対する期待でした。改めて、地域を
基盤に市民が自ら思いを実現する市民資本の意義を
考えるところです。
今では、多肉植物、ミニ盆
栽、雑貨の持ち込み等々、
お店の姿は多彩になりま
した。手作りのパンとスー
プの販売、焼き芋やたこ焼
きの販売など若い女性起
業家とのコラボや、「みん
なの子ども食堂」さくらん
ぼうの活動がスタート。
多世代が多様につながり
コミュニケーションを結
び合う場になれれば、と期待し、そして日々の活動を
楽しんでいます。
＊まちのほっとスペース
ACT と生活クラブが設置をすすめている居場所・相
談・暮らしの中のちょっとした手助けをする「ほっと
サービス事業」を基本とした地域の拠点です。

町田・ワーカーズ・まちの縁がわ小山田桜台
所在地：町田市小山田桜台 1-20 5 号

お問合せ ℡：042-860-1009

あなたの１日 10 円で、つながり・支えあう豊かなまちを！

● 班・個別配送の方は注文用紙（OCR 用紙）に下記６桁の注文番号と申込口数をお書きください。

申込期間

１口３００円

6/14（月）～6/18（金）

注文番号

113468

集金月

2021 年 7 月から毎月

2020 年度インクルーシブ事業連合の活動
市民版地域福祉計画の策定と実行の支援

からもお申込みいただけます。
（6 月 4 回）
＊登録寄付は中止のお申し出がない限り継続します。
すでに登録されている方は、改めての申し込みは不要です

● デポー組合員の方はWEBページから https://www.inclusive-gr.com/supporter/
ご登録いただくかお電話またはファックスにてご連絡ください。
お問合せ： インクルーシブ事業連合事務局 ℡：03-5426-5207 Fax：03-5426-5203
（生活クラブ東京 たすけあいネットワーク事業部内）

政策提案

●東京都へ予算提案を提出
するとともに、プロジェクト
を立上げ、21 年度からの介
●市民版地域福祉計画、まちの
護保険制度の改定に向け国
ほっとスペース等をテーマに
厚労省に介護保険の要望
出前講座：世田谷地域協議会 に要望書を提出しました。
出前講座の開催を呼びかけ、ブ
書を提出
子育て支援フォーラム
ロックや地域協議会の主催に
●フォーラム「コロナ禍で少
より 5 か所で実施しました。
女たちに何が起きているか～
●安心ネットワーク構想連絡
人権教育としての性教育の重
会では豊島、町田、日野地域協
議会の活動報告および参加地 出前講座：多摩南生活クラブ 要性」をオンライン併用で開
催し、46人が参加しました。 講師の NPO 法人ピルコン理
域の現状報告を行った。ブロッ
20 年度は中野地域協議会で新た
に計画が策定されました。

クおよび地域協議会から 51 人
が参加し、各地域協議会の取り
組みについて情報共有するこ
とができました。
安心ネットワーク構想連絡会

インクルーシブ事業連合第 10 回通常総会
2021 年 6 月 26 日 14：00
生活クラブ館（オンライン併用）

ほっとスペースさくらさくら

インクルファンドではこれまでにサポーターからの月々300 円の登録寄付を財源
に、居場所づくり、子育て支援、障がい者（児）支援事業など、様々な活動に助成を
行ってきました。ぜひサポーター登録していただき、地域の活動をご支援ください！

インクルファンド登録寄付

田中のり子
田中のり子

介護の仕事を知る！シリーズ③

インクルファンド助成

事長 染矢明日香さん

●新型コロナウイルス感染防
止対応のため延期されていた
2019 年度第 2 回助成の選考
を 2020 年度に行い、2 団体
に 367 万円を、2020 年度分
は 2 団体に 455 万円を助成 町田・ワーカーズまちの縁
しました｡
がわ小山田桜台

NPO 法人 ACT たすけあいワーカーズ ゆりの木

ゆりの木は 1992 年に
ACT の「地域の中にたすけ
あいの輪を」の理念に賛同
して設立。今年の 12 月で
設立 29 年になります。
事業内容は訪問介護サービス、自立支援サービ
ス、障がい者福祉サービス、ミニデイサービス、行
政委託（子育て支援事業・高齢者住宅管理人）｡利用
者の立場に立ち、過剰にならない心のこもったサー
ビスを提供するとともに、ケア者のケアにも重きを
置き、チーム会議なども行っています。
お話を伺った代表の中島さんは、親の介護の終了
後に介護研修を受けメンバーになりました。「あり
がとう」の言葉に背中を押され、その人の人生の中
のほんの短い時間でも、自分が関わったことによっ
て気持ちよく過ごしてもらうことができれば、とい
う思いでケアに入っているとのことでした。
ゆりの木では痰吸引のできるメンバーが 5 人い
るため、重度障がい者の訪問介護の依頼も増えてい

るとのこと｡ケアの仕事は高齢・障がい・子どもの
分野があり、その中でも 1 人ひとり違う状態にあ
りライフスタイルが違う中で、利用者に教えられ
ることが多く奥が深い、と事務局長の飯澤さん｡
事業の ICT 化にも取り組んでおり、ケア報告等の
記録媒体のデータ化をすすめています。また、会
議のオンライン化、動画の配信による研修の実施
などもいち早くすすめており、コロナ禍において
も工夫して活動されている様子が伺えました。
インクルーシブ事業連合事務局

平岡晴子

メンバー募集中です！
関心のある方は下記までご連絡を
理事長の中島さん（右）と事務局長の飯澤さん（左）

NPO 法人アクト世田谷たすけあいワーカーズゆりの木
世田谷区船橋 1-1-2 山﨑ビル 201
TEL: 03-3429-6721 FAX: 03-3429-6729
https://www.yurinoki.or.jp/

【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

インクルーシブ事業連合構成団体の活動を紹介します。

2020 年度インクルファンド助成審査報告
●
●

申請事業名

自治体

助成決定額

町田・ワーカーズ
まちの縁がわ小山田桜台

「ほっとスペースさくらさくら」立ち上げ
★市民版地域福祉計画に基づく事業の立上げ

町田市

2,997,000 円

府中・ワーカーズ
まちの縁がわテラッツァ
設立準備会

人と人とのつながりをつくる居場所活動と社会参加
と多様な働き方をすすめる『テラッツァ』の開設
★市民版地域福祉計画に基づく事業の立上げ

府中市

1,555,000 円

一般社団法人
うさぎのみみ

重症心身障害児・医療的ケア児を
主な対象とした多機能型通所施設の設立

西東京市

団体名

第
１
回

第
２
回

東京・生活者ネットワーク

2020 年度の助成額は 4,552,000 円でした。
市民版地域福祉計画に基づく事業の立上げ支援を 2 団体に行いました。

継続審査

まちの縁がわ『テラッツァ』
5/15 にオープンしました

市民社会を強くできる議員を都議会へ
2019 年 12 月、東京都に「都民の就労の支援に
係る施策の推進とソーシャルファームの促進に関
する条例」が制定されました。事業者の収入を主な
財源として運営しながら、就労困難者が生計を立
てられる「ソーシャルファーム」の創設と支援を行
うものです。
条例制定に向けては、都議会・生活者ネットワー
クが仲介しインクルーシブ事業連合と共に、東京
都へのヒヤリングを行い、これまで地域での実践
を続けてきた立場として意見を伝えることができ
ました。
(

提さ都イ
出ん議ン
。左代ク
ル
か理の
ら人予
一の算
番山提
目内案
とれを
い
子

2021 年度第 1 回助成への応募団体募集中！

《助成項目》
① 新たな地域福祉事業の立ち上げ準備費用
② 地域福祉に関する地域の活動
③ 地域福祉に関わる事業継続のためのサポート
詳しくはこちらのページから
https://inclusive-gr.com/inclusive/

スケジュール
・6/25（金）応募受付〆切
・8/27（金）地域推薦締切
・9/13（月）公開プレゼンテーション・選考委員会
・9/27（月）助成決定
・10 月初旬 助成金振込み
・助成対象となる費用を支出後 2 か月以内に報告書を提出

【お問合わせ】
インクルーシブ事業連合 事務局
TEL:03-5426-5207 FAX:03-5426-5203
メール：info@inclusive-gr.com

インフォメーション

)

都内で地域を基盤に推進する地域福祉の事業･
活動で 2021 年 10/1～2022 年 3/31 までに
開始する事業・活動が対象です。
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運動グループ団体の活動を動画や SNS でわかりやすく紹介できるようにすることを
目指し、その手法を学ぶ学習会を開催します。

プロフィール：ライブやコンサートのカメラマンを経て、現在はポートレートなどを撮影。
趣味の低山ハイキングをきっかけに動画撮影も。18 歳息子、15 歳の双子の母。

会場 生活クラブ館スペース 定員 実参加 20 名・オンライン参加 30 名 参加費 無料
【申込締切】 6 月 30 日（水）
【申込方法】インクルーシブ事業連合の WEB ページの申込フォームからお申込みください。
https://inclusive-gr.com/course/

社会運動から生まれたしくみを、制度に転換し
ていくことで市民社会は強くなります。そのため
には、法律をつくる「議会」のなかに、ささえあい
と自治の視点を強く持った議員が必要です。いま、
コロナ禍で多くの市民が感じているのは、生活を
知らない議員や官僚がつくり、上からおろすだけ
の制度では、本当に困っている人にささえあいの
手が届かない、ということではないでしょうか。

そして、1 年後の 2020 年 12 月 4 日には、国
会で「労働者協同組合法」
（ワーカーズ法）が成立。
この法律も、ワーカーズ・コレクティブ運動を通し
て 25 年の歳月をかけて、実現に向けて働きかけて
きたものでした。成立した条例・法律には課題もあ
りますが、雇う・雇われる、の関係ではない共同労
働の法制化の一歩として、活用し育てていくこと
が求められています。

動画・インスタ使いこなし講座（入門編・2 回連続講座）

対象 運動グループ団体に所属する方で、WEB 媒体の活用に関心のある方
団体の活動 PR の動画配信や、SNS での発信を始めてみようと思っている方
日程 【第 1 回】7 月 15 日（木）14：00～16：00
①動画撮影のコツと編集アプリ・あると便利な道具の紹介等
【第 2 回】7 月 22 日（木）14：00～16：00
①配信方法 YouTube、インスタグラムなどＳＮＳの活用
講師 加納亜紀子さん

2021 年 4 月 22 日、緊急気候マーチスタンディング・
都庁前。左から関口江利子、小松久子、岩永やす代
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世田谷
緊急事態宣言やまん延防止策のための休業によ
る生活困窮、医療現場の疲弊、外出自粛による閉塞
感…など、生活者ネットワークにも多くの声が寄
せられており、政治のしごとは山積みです。
7 月には東京都都議会議員選挙が行われる予定
です。世田谷区選挙区では関口江利子が、杉並区選
挙区では小松久子が、北多摩第 2 区（国分寺市・
国立市）では岩永やす代がチャレンジする予定で
す。3 人で山内れい子が守ってきた市民の議席を
つなぎます。生活者の議員を都議会に増やし、コロ
ナ禍により格差の拡大や分断を起こさせない、豊
かな市民社会を共につくりましょう｡

国分寺・
国立

新宿区歌舞伎町 2-19-13ASK ビル 4・5 階
TEL.03-3200-9189 FAX.03-3200-9274

