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シエアSOHO普及サロン・三鷹

居場所と出番をつくる

リタイア後の生活。日々をどうやつて過こすのか――。サラリーマン生活も終盤を迎えようとしている

人にとつて、それは日前に追る切実な問題た。余りある時間と、経済的な不安も小さくない。リタイア後の

すべての人に地域での「居場所」と「出番」を提供するNPO法人、シエアSOHO普及サロン 三鷹の活動を

追つた。それは、地域の課題を地域の人が解決するコミュニティビジネスの成功例でもある。
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NPO法人シニアSOHO普及サロン 三鷹
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