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協賛 :多摩信用金庫、NPO法人シニアSOHO普及サロン・三鷹、株式会社まちづ<り三鷹

パルシステム生活協同組合連合会 セカンドリーグ支援室

協力 :国立大学法人一橋大学

後援 :広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会



本日のスケジユール

13:00 開会

[主催者 挨拶]多摩 CBネ ットワーク 世話人 堀池喜一郎

[ご来賓 挨拶]経済産業省関東経済産業局 流通・サービス産業課 肇蟹 解芝 氏

[ご協力者 挨拶] 多摩信用金庫 理事長 磋議 警生 氏

13:20 多摩CBネットワーク 2011年度活動報告・2012年度の活動について

[報告]多摩CBネットワーク 世話人

多摩信用金庫 価値創造事業者[ 部長 長島 岡」

13:35 第 1部 基調講演 テーマ「まちを元気にするプロデュースカⅢ」

O「24世紀型社会とは?～豊かな社会と地域を支えるコミュニティビジネスの役割～」

[講師]株式会社ソーシャルプランニング 代表取締役 儲勢 警贈 氏

○「元気な地域を創造～自治会とNPOの連携によるいきいきとしたコミュニティづくり～」

[講師]NPO法 人グリーンオフイスさやま/愛称「NPOじおす」代表 暑像 :惹 氏

15:20 質疑応答

15:45 休憩

16:00 第2部 [多摩各地の取り組みリレープレゼン]

* 発表団体は、裏面「リレープレゼン発表リスト」を参照ください。

[コ ーディネーター]多摩 CBネ ットワーク 世話人

広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 幹事

NPO法人MysWloOこだいら 代表理事  竹内 千寿恵

17:50 講評  ―橋大学社会学研究科教授 キャリア支援室長 鴇ざ天輸 氏

18:00 閉会

●総合司会  多摩 CBネ ットワーク 世話人

株式会社 エフエム西東京 代表取締役社長 有賀 達郎

18:15  交流会 参加申込をいただいた方は、一橋大学生協西食堂ホールにお越しください。

本日のお申込みでもご参加いただけます。

*『多摩にはクイズでも』のフトラクションをご用意しております。菫つてご参力0く ださい。

●司会   ―橋大学商学部4年 小り|1真澄



講師のご紹介

た け い よしあき

<竹丼 善昭 氏> 基調講演 講師

■所属・役職

株式会社ソーシャルプランニング 代表取締役

■プロフィール

<毛塚  宏 氏> 基調講演 講師

■所属 。役職

NPO法人グリーンオフィスさやま/愛称「NPOじおす」代表

■プロフィール

1957年和歌山県生まれ。大学時代から広告・マーケティング・

プランナー、メディア・プロデューサーとして商品開発、業態開発、

テレビ番組や雑誌のプロデュースを手がける。現在は「社会貢献」

に特化し、ソーシャル・ビジネスやCSRのプロデュース、コンサ

ルティングを行う。東日本大震災後に復興支援団体「東北ライジン

グ」を立ち上げ活動。ダイヤモンド・オンラインにて「『社会貢献』

を買う人たち」連載中。著書に「社会貢献でメシを食う」(ダイヤ

モンド社/著 :竹丼善0召、監修 :米倉誠一郎)。

1944年富山県生まれ。1967年東京農業大学造園学科卒、1969

年株式会社ラック計画研究所入社。1990～ 1999年同社代表取

締役。2003年に “安lbして楽し<住み続けられる街・コミュニ

ティづ<り "をめざしNPO法人グリーンオフィスさやまを立ち上

げる。現在は、同法人代表理事を務める傍ら、財団法人運輸政策研

究機構運輸政策研究所招聘研究員、法政大学及び作新学院大学非常

勤講師、NPO匠りニューアル技術支援協会代表理事、NPOさや

ま環境市民ネットワーク副代表理事、新狭山ハイツ中期修繕委員会

委員長などを兼任。



NO 発表団体名 テーマ名
分科ボ
開催 日

王 な

活動地域

1 CESAく にたち
ラウンドテープル
～みんなて起業相談会 !～

12月 18日 (日) 国立市

2 多摩 市民プロデュース研究会 (TPK)
第7回 地域ふれあいフォーラムTAMA
「TPKプロデュース発表会」

1月 29日 (曰) 多摩市

3
NPO法人くにたち富士見台人間環境キース

テーション の科会主催:―橋大学まちづくり授業、

学生団体Pro― K)

学生まうづくら―シンポジウム～まちに飛び

出した学生のぶつちやけトーク～
2月 19曰 (曰) 国立市

4 多摩信用金庫

まうづくリセミナー「CBと商店街」
～つくり続ける「しごと」「つながりJ、

変わりゆくまうと共に～
2月 28日 00 多摩地域全域

5 NPO法人Mysty eOこだいら&仲間たち
ツーシャルキャピタルCaヽ2
～まちと私との幸せな関係づくり～

2月 19日 (日)

小平市および

近鱗地域

6
ひのを元気に |

ひのコミュニティビジネス協議会

ひのを地域資源で活性イヒ|

おいしいたのしいひのを創ろう |

2月 26曰 (日 )

日野市および

近隣地域

7
好齢ビジネスパートナーズ/たまりば

(分科会の開催時点では、三饉CB研究会)

・
次
・ をめさすCBブロガーフォーラム

～個性を際立たせ、目的 成約 絆を !～
1月¨ 曰0け

=魔市および

劉撃市

8
調市コミュニティビジネス推進委員会

「調布アットホーム」

伊豆諸島連携プロジェクトのすべてを語りま

す。あなたもはじめよう 1事例から学ぶ

街を元気にする「コミュニティビジネス講座」

2月 26日 (日 ) 跡

9 口無ソーシヤルメディア研究会

わがまうCM作成塾
アイデア出し ワールドカフェ編
～西東京市のお宝 (ト レジャー)を探せ |～

2月 26曰 (日 ) 西東京市

10 タチカワコミュニティビジネスプロジェクト
コミュニテイビジネス研修会

「市民活動とコミ]ニティビジネス」
2月 16曰 0つ コ 1市

14 女性いきいきチャレンジ応援協議体
『おかあさん行つてらっしゃい |

～女性創業者との交流会～』
2月 42日 (曰 ) 日野市

12 パルシステム生活協同組合連合会 コミカフェツアー n立 , 2月 4曰 〇 東京全域

13 NPO法人シエアSOHO普及サロン 三鷹
鼎 知症にやさしいまちにしよう |」

報告会&交流会
3月 43日 00

三魔市および

都内

14 八王子NPOパワーアップ事業実行委員会 第 2回 NPO′ 王ヽ子会議 2月 %曰 CD ′旺子市

15 NPO法 人エンツリー
イクメンOTAMA paに 2
～バパが地域てできること～

1月 220(日 )

′ヽ王子市および

多摩市

第2部 多摩各地の取り組みリレープレゼン

「多摩コミュニティビジネスフォーラム 2012」 では、昨年 12月から本年3月にかけて多摩各地の課題解決に取り組

む18団体の主催による分科会が繰り広げられました。本日は、そのうち 15団体より取り組みを発表していただきます。

上記以外に、対話ラボ (対話ラボ勉強会「ワールトカフェの問い」12月 11日 (日 ))、 東京にしがわ大学 〈「にt/がわ
ミーティング2012」 2月 18日 (■ ))、 『森の再生塾』&『まちエネ++プロジェクト』(「【Tokyo VVα力 Forum】 多
摩産材のプレミフム プランド『TOKYO WOOD』 をつくろう 1」 2月 26曰 〈B))が分科会として開催されました。

～多摩の CB活動 PRコ ーナーのご案内～

本日「多摩のCB活動 PRコーナー」では、地l或を元気にする活動をされている皆さまのご紹介チラシ

やバンフレットなどを設置しております。こちらも、ぜひ、ご覧ください。


