第18回 住まいとコミュニティづくり活動助成事業（地域・コミュニティ活動助成部門）

成果発表会（令和3(2021)年度助成）＆まちづくりNPO交流の集い
ハウジングアンドコミュニティ財団は、豊かな住環境の創造に貢献することを目的に平成４ (1992) 年に設立され、住まいづくり
やコミュニティの創出、地域づくり活動を行う NPO や市民活動団体に対し、これまでに延べ 461 件の助成を行ってきました。
そこで、
「地域・コミュニティ活動助成」部門の令和３ (2021) 年度の成果発表と令和４ (2022) 年度の活動紹介等を通して、まち
づくりＮＰＯ交流の集いを開催します。今日の地域とコミュニティづくりに関する多様な社会的課題に取り組まれていらっしゃる
方々、ご関心をお持ちの方々など多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

プログラム
12：00
開会
12：05～ 助成団体の成果発表及び活動紹介 テーマ1
13：30～14：10

基調講話 「市民がまちを育む

―地域資源を活かしたまちづくりの実践を学ぶ― 」
國學院大学教授

西村 幸夫 先生

14：20～ 助成団体の成果発表及び活動紹介 テーマ2
15：50～ 助成団体の成果発表及び活動紹介 テーマ3
17：15～ 全体意見交換
（令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の対象団体と活動テーマは裏面をご参照ください）

日 時

令和 ４ (2022) 年 ９ 月４ 日 日

場 所

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター Room C

12：00～17：40

[11：30開場]

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ1F
TEL.03-6206-4855

内 容

令和３(2021)年度助成団体の成果発表と令和４(2022)年度助成団体の活動
紹介及びこれらを踏まえた意見交換と交流

定 員

現地会場 先着８０名 ＋ Zoomによるオンライン参加
どなたでもご参加いただけます。

参加費 無料
お申し込み方法

JR中央線・総武線 御茶ノ水駅[聖橋口]から徒歩1分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅[聖橋方面改札]
から直結

お一人ずつ以下のいずれかでお申し込みください。 締切8/30(火)

① 右記QRコード
② entry.hczaidan@gmail.com
にメールをお送りいただければ（件名：交流会参加 本文不要）、申込フォームのリンクを自動返信いたします。
③ 本紙裏面FAX参加申込書
主催・お問い合わせ

一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団

〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル7階 http://www.hc-zaidan.or.jp/
E-Mail：seminar@hc-zaidan.or.jp TEL：03-6453-9213（土日祝を除く午前9時半～午後5時半） ※8/15(月)～8/19(金)は夏季休暇のため休業します

第18回 住まいとコミュニティづくり活動助成事業（地域・コミュニティ活動助成部門）
成果発表会（令和３（2021）年度助成）＆まちづくりNPO交流の集い

プログラム

◆令和３(2021）年度助成事業「成果発表」＆令和４
（2022）年度助成事業「活動紹介」

【テーマ1】 地域資源の保存、整備、活用による地域づくり

12：05 〜 13：30

2021- 1 食文化の継承と環境保全によるSDGｓ活動で築くコロナ後のまちづくり人づくり
……………………………… NPO法人 えき・まちネットこまつ（山形県川西町）
2021- 5 温故知新─地域の未来を担う次世代に街の来歴を伝える活動
…………………………………… 「街のはなし」実行委員会（神奈川県横浜市）
2021- 7 地元主導による「元西陣小学校跡地の利活用方針・事業計画」の提案活動
……………… 西陣地域住民福祉協議会 学校跡地活用委員会 （京都府京都市）
2021- 9 まちなかの古民家を活用した、子ども、学生、商店主等の多世代交流の拠点づくり
…………………………………………… Team MAK-e Spot（和歌山県和歌山市）
2021-11 高知県内の屋号や集落の民衆知の記録（地域資源）の可視化活動
……………………………… 奥四万十山の暮らし調査団（高知県四万十町ほか）
2022- 3 旧酒蔵の跡地を活用した百年の杜づくり「とちの木プロジェクト」
……………………………… 百年の杜プロジェクト実行委員会（群馬県藤岡市）
2022- 5 下北線路街の「植育」を通した地域の風景づくりとコミュニティの醸成
……………………………… 一般社団法人 シモキタ園藝部 （東京都世田谷区）
2022- 7 民間交通公園を引き継いだNPOによる多様な公園リノベーション活動
………………………………… NPO法人 桂公園こどもランド （新潟県十日町市）
2022-11 自治会等の集会所をNPO支援で「地域の居場所」にする活動
…………………………………… NPO法人 コミュニティかりば （兵庫県神戸市）

◆基調講話「市民がまちを育む

−地域資源を生かしたまちづくりの実践を学ぶ−」國學院大学教授

【テーマ2】 コミュニティにより地域の持続性と活力を育む取り組み

西村 幸夫

先生

14：20 〜 15：40

2021- 4

地域住民が行う緑と花を通じた野外交流拠点「芝のはらっぱ」づくりとその運営活動
……………………………… 北四国町会 芝のはらっぱ実行委員会（東京都港区）
2021- 8 「地域共生拠点・あすパーク」による多様な非営利事業の立ち上げ＆連携支援の取り組み
………… 認定NPO法人 コミュニティ・サポートセンター神戸（兵庫県神戸市）
2021- 12 日替わりシェアキッチンを拠点にして商店街に賑わいを取り戻す活動
………………………………… 健軍リバイタライズプロジェクト（熊本県熊本市）
2022- 2 まちの止まり木、人の繋がりをつくる黄色い幸せのベンチ設置プロジェクト
………………… かいがや幸せのベンチプロジェクト実行委員会（群馬県前橋市）
2022- 8 高校生が地域と関わる「まちの文化祭」「まちの部屋」「まちの部活」事業
……………………… NPO法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん（岐阜県関市）
2022- 9 外国人集住の保見団地における移動屋台を活用したコミュニティ活動
……………………………………………… NPO法人 トルシーダ（愛知県豊田市）
2022-10 多世代・多国籍な住民が暮らす京都養正学区におけるまちづくり活動
……………………… かもがわデルタフェスティバル実行委員会（京都府京都市）
2022-12 シェア型図書館等を拠点に健康相談等に応じる社会的処方の活動
…………………………… 一般社団法人 ケアと暮らしの編集社（兵庫県豊岡市）
2022-13 山間地域の閉校校舎を活用した暮らしの安心拠点づくりと公共交通網見直しの提案活動
…………………………………………… 越知谷大楽交実行委員会（兵庫県神河町）

【テーマ3】 共助により地域の絆と福祉・地域の安全などを高める取り組み

15：50 〜 17：15

2021- 2 東日本大震災の高齢避難者と地域の繋がりをつくる「食を通したコミュニティづくり」
…………………………………………… 一般社団法人 ちろる（福島県二本松市）
2021- 3 多くの人を巻き込み、世代、立場、障がいの有無を超えた「全世代参加型のごちゃまぜのまちづくり」
………………………………………… 一般社団法人 えんがお（栃木県大田原市）
2021- 6 地域の空き家「みのむしハウス」を活用して、子どもたちの健全な育成と交流を図る活動
…………………………………………… NPO法人 かがやけ安八（岐阜県安八町）
2021-10 住民参加による子ども・若者の居場所（茶室）づくりプロジェクト
………………………………………………… 一般社団法人 もも（香川県高松市）
2021-13 水害常襲地域における「水を捌（さば）き易い家づくりの技術」の学習活動
…………………………………………… NPO法人 環境圏研究所（熊本県人吉市）
2021-14 農家の古民家を福祉転用した軽度の農作業による認知症ケア・プログラムの構築と実践
………………………………………… 都城三股農福連携協議会（宮崎県都城市）
2022- 1 廃校校舎を活用した地域コミュニティ×障がい児福祉の拠点づくり
…………………………………………… NPO法人 水梨かふぇ（宮城県気仙沼市）
2022- 4 生活困窮者の孤立防止のための居場所づくり活動と居宅訪問活動による支援
……………………………………… NPO法人 ほっとプラス（埼玉県さいたま市）
2022- 6 地域で創るコミュニティカフェと社会的自立に向けた活動
………………………………………… 一般社団法人 かけはし（神奈川県横浜市）
◇ テーマ１・２・３の終了時に
それぞれ意見交換の時間を設
けます。

FAX参加申込書
参加方法
お名前

（ふりがな）

会場

【新型コロナウイルス対策へのご協力について】次のとおり、新型コロナウイルスの感染予防対策を講じますので、ご協力をお願いいたします。
① 会場参加は会場定員の約1/2の80名を上限に、座席の間隔などを空けて開催します。
② マスク着用とし、入口にて検温と消毒を実施させて頂きます。体温が37.5度以上の方は、原則入場をお断りさせていただきます。
③ 会場は常時換気を行うとともに、マイクの消毒や交換などの対策を合わせて行います。

※ 切り取らずにこの面をそのままFAX用交流会参加申込書としてお使いください。

オンライン
ご所属

（所属されているNPO・勤務先・学校など）

E-mail
■ お名前及びご所属は、当日の参加者名簿に記載させていただきます ■ お送りいただいた情報は、今回の交流会に関わる目的以外には使用いたしません。

一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団 宛

FAX ：

03-6453-9214

