ご寄付頂きたい物

「こんなものでも値段がつくかな？」と思った物でもまずお送りください！

6年目の東北と共に歩もう！
３．１１震災復興支援事業

コドモ∞ムゲン プロジェクト
ご寄付のお願い
私たちは、震災直後に「１０年間は支援活動を続ける、被災地の子どもたちと共に歩む！」と覚悟を決めて
始動しました。そして今年、６年目の春がスタートします。

2016年１月現在の避難者数、約18万人・・・広域にわたり多面的な被害をもたらした東日本
大震災は、今もなお現在進行形です。さらに、時間の経過により課題の性質も量も多様化する一方で、
支援団体に対する助成や寄付は減少し、被災地からの「支援を求める声」と反比例するように、多くの支援
団体が資金難を期に思い半ばで撤退を余儀なくされています。
被災地においては、大小さまざまな課題が内在しています。
それでも、希望いっぱいに生きてきた子どもたちの姿がそこにあります。
私たちはこれからも、その子どもたちと共に歩みます。
ぜひ、今一度、あなたのお力を少しお貸しください！！

ご寄付の方法は下記よりお選びいただけます

送付先
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-11-14 3331アーツ千代田101号
NPO法人コドモ・ワカモノまちing 「物品寄付」係

モノの寄付

現金の寄付

ご自宅などに眠っている貴金属、携帯電話、カメ

・お名前、お電話番号、ご住所、メールアドレス、お送りいただいた物、
（ご希望の方のみ：物品寄付領収書発行希望の旨）を記載のメモの同封をお願いします。
・恐れ入りますが、送料のご負担をお願いいたします。着払いによるお荷物のお受け取りはできません。
・一覧に記載のない物品に関しましては、着払いにて返送させていただく場合がございますのでご了承ください。
・当団体にお品物が到着された時点で、寄付されたものとし、その後のご返却は致しかねますのでご注意ください。

ラ、ブランド品、未使用切手、古銭古紙、古美
術、骨董品などをお譲りください。

一口５，０００円 （銀行振込）

携帯電話をご提供頂く際の注意点

ポイント

①SIMカードを抜き取る
②「メニュー」→「設定」→「オールクリア（リセット）」で初期化する
③携帯電話自体の暗証番号を解除する（ご自身で変更されてい
ない場合：docomo「0000」au「1234」softbank「9999」）
※引き取り先の「おたからや目黒山手通り店」でも専用ソフトで
データクリーニングを行います。

・貴金属は状態に限らずお送りください。
・箱や袋などの付属品やギャランティーカード、鑑定書も一緒に
お送りください。上記がない場合でも安心してお送りください。

協力

NPO法人コドモ・ワカモノまちing
Tel+Fax:03-6806-0012

・「おたからや目黒山手通り店」以外の店舗では対応しておりません。
・『お宝エイド』はTMコミュニケーションサービス㈱の登録商標であり、本取り組み
は実用新案申請済み事案です。

※詳細は裏面へ

（トクテイヒエイリカツドウホウジン コドモワカモノマツチング ジギヨウエー）
よろしければ当団体まで、お名前、ご住所もしくはメールアドレスをお知らせくださ
い。活動報告書を送付させていただきます。

NPO法人コドモ・ワカモノまちingについて

〒101-0021 千代田区外神田6丁目11-14 アーツ千代田3331 101号
目黒区目黒3丁目8-10 1階
TEL：03-5719-6665

「おたからや目黒山手通店」さまのご協力により、通常
査定額に10％上乗せされた金額がコドモ∞ムゲンプロ
ジェクトの活動資金として寄付されます。
どんなものが寄付になるかなど、裏面を参照ください。

＜振り込み先＞
銀
行：三菱東京UFJ銀行 神田支店 (支店番号331)
口座種別：普通
口座番号：0033473
口座名義：特定非営利活動法人コドモ・ワカモノまちing 事業Ａ

かつての子どもは、人や文化、地域や自然などの豊かなご縁に包まれ、のびやかに生きていました。しかし、近年の「無縁社
会」現象は、子どもをとりまく環境をも激変させました。子どもにとって「遊び」とは、生きる力を育む大切な営みです。私たちは、
その「遊び」を通じて、昔は当たり前にあったご縁を再び有機的に紡ぎ、子どもの『内の環境（心、技、体、知……）』と『外の環境
（人、自然、文化、地域、地球……）』を育んでまいります。

E-mail:info@k-w-m.jp

団体ホームページ http://www.k-w-m.jp/
コドモ∞ムゲンプロジェクトホームページ http://mugen.k-w-m.jp/
※物品に関するお問い合わせは「おたからや目黒山手通店」までお
願いいたします。

【 団 体 概 要 】2008年設立。子ども・若者を主役に、防災・環境・まちづくり・教育・福祉・芸術・建築・観光・教育・福祉など多分野にて活動中。
年間約10万人の子ども・若者と関わり、約100の行政・企業・団体と協働し、少人数制のワークショップから数万人規模の催事
を実施。首都圏を中心に、全国で活動展開。
【主な受賞歴】 2008年 千代田まちづくりサポート10周年記念事業 大賞受賞、2009年 財団法人まちづくり財団全国「まちづくり人」認定、
2012年 青年版国民栄誉賞「人間力大賞」復興創造特別賞（JCI）、2013年 家政学部賞（日本女子大）、
2014年 こども環境学会活動奨励賞、2015年 あしたのまち・くらしづくり活動賞（振興奨励賞）

コンセプト
子どものもつ「本来の力」を大切にし、
その力が育まれる環境をつくり、
２０２１年までの１０年間、
子どもと一緒に、地域と一緒に
「人と自然にやさしい豊かなまち」
を育みます！！

１ つどう

コドモ∞ムゲン プロジェクト
２０１１－２０２１
※活動の詳細は、プロジェクトHPをご覧ください
http://mugen.k-w-m.jp/

子どもの居場所をつくり、
みんなで集います

①「移動式子ども基地」
遊び道具が満載したトラックで出動し、子どもの居場所を作ります
②「あそびBOX提供」
遊び道具が入った「あそびBOX」を各所に提供し、日常的な子ども
の居場所をつくります
③ほっこりカフェ開催
親子や多世代で集って、語って、つくって、食べて、心を重ねます

２ つくる

子どもと一緒に、
身近な環境をつくります

① 「遊び場づくり」
子どもの感性全開にして遊べる遊び場をつくります
②「畑づくり」
子どもと一緒に、地球にやさしい畑づくりをします
③「森づくり」
子どもと一緒に、遊べる森をつくります

３ つながる

『日常的に屋外活動が制限されている地域なので、大
自然の中で自由に遊ばせてあげたい思いに反して、子
どものあそびにも制限を強いている現状に悔しさを抱い
ています。でも、研修で自由な遊び空間や遊びの生み
出し方を学び、大人自身が固定概念を外して自由な心
で子どもと向き合うことで、室内でも子どもの体と心が開
放できる環境は作れると実感しました。大人が子どもに
とっての「大自然」になればいいんですね！』
【ほっこりカフェ】遊び場の隣で大
人たちが集う。不安や戸惑いを
拾いあげ支援に繋げていきます

【遊び場づくり】手づくり100%！時間
をかけ、知恵を絞り、完成形のない
遊び場が人と人を紡ぎなおしていき
ます

【講演会】全国の学校や自治体など
に出張！3.11と防災を同時に伝える
ことで、3.11が「自分事」になります

子どもの声を聞き、夢や活動
を応援する仕組をつくります

①「子どもの声を聞く」
今、子どもが感じていること、望んでいることを一つ一つ聞きます
②「子どもの夢の応援団」
人・物・資金などのマッチングにより、子どもの夢を応援する
しくみをつくります
③「子どもにやさしいまち基金」
子どもにやさしいまちづくり活動を支援するしくみをつくります

『保育士、NPO、児童館など、子どもに関わる多様な分
野の方々と出会える。前例のない課題を抱える福島だ
からこそ、子どもに関わるすべての大人たちが協力し
あっていくことが必要だと感じます』
『被災して半年もの間、トイレに行くときですら私にぴっ
たりくっついて離れることができなかった我が子が心配
でした。でも、広場に出張してくれた遊び場をみつけた
時、私の手を自ら離して走りだし、夢中になって遊びは
じめました。涙が出ました。子どもにとって遊ぶことが、
生きていくエネルギーであることを実感しました。』

【子どものまち】 子どもが実際のまちを運営！
「殺処分ゼロのまちにする！」と子どもが宣言！
一人一人の夢と行動が未来への希望です
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代表者ごあいさつ

【地域イベント】恒例になった「子ど
ものまち・いしのまき」約1200人も
の親子が来場するイベントを、子ど あの日以降、子どもと家族・地域・自然・文化・・・当たり前
も地域が一体になり運営します
にあった多くの「ご縁」が一瞬にして失われました。そこか

福島

【福島プレイワーカー研修】福島で、子ども
の心と体の幸せを「遊び」を通じて実現して
いこうという仲間同士が共に学び合います

６年目の東北のキーワード 『急速な復興住宅の開発・街づくりがピークに！』

５ つたえる

『実際の現場に入ってくれるので、座学では得られない
ノウハウが得られ役立っています。通常何かを始める時
は準備してから始めるものだが、僕らは震災があってと
にかくやらなきゃ！とスピード勝負だった。分からないこ
と、知らないことが沢山ある中、日々の活動に無我夢中、
活動の進化につれ課題も増える。その時々の僕らに必
要なサポートをしれくれることが有りありがたいです。』

子ども中心に地域コミュニティ
を育み、様々な人を繋げます

①「まち探検」
子どもとまちを探検し、まちの人・文化とふれあいます
②「子どもイベント」
地域の子どもイベントに参画し、新たな子どもイベントも開催します
③「都市との交流」
東京界隈の親子・若者・NPOを対象にした交流イベント、
セミナーを開催します
④「支援団体同士の交流」
被災地で子ども支援活動を行う団体へのコンサルテーションや
研修会を実施します

４ かなえる

【移動式子ども基地】遊び場・居場所を
失った子どもたちの元へ！離れ離れに
なった人たちが大集合します

東北ＶＯＩＣＥ

活動の様子やコドモの声を
社会に発信し続けます

①「講演会の全国出張
全国の学校や自治体、企業やNPOに出張し、被災地の現状や
防災教育を発信しています
②「 IT発信」
活動の様子やコドモの声をブログやFacebook、ツイッターなどで
世界に発信します
③「シンポジウム」
被災地の現状、現地のコドモや活動団体の声などを伝える
シンポジウムや交流会を開催します

多くの子どもたちが「また」引っ越しや転校を余儀なくされます。ハード先行の再開発や中心市街地の人口激増により、
既存コミュニティの分解、新旧住民の不和、子育ての孤立化など、新たな課題に直面しています。
そこで私たちは、今後さらに下記に力を注いでまいります。
●子縁コミュニティ（子どもを核にした地域のコミュニティ）の育成
・多世代交流催事・勉強会（新旧住民や町会・商店街の垣根を越えた合同開催）実施
・子縁コミュニティの世話人育成（学生や主婦、シニアを中心）
●子どもにやさしいまちづくり～地域のみんなが集える場「まちの縁側」づくり～
・まちの縁側ミニ：日常も災害時も活用できるベンチ型「あそぼっくす」を制作、広場や道路の設置を普及
・まちの縁側：道路や広場まるごと四世代交流の場に！実際に催事を行いながら実証実験を重ね、
日常的に安心安全で子どもや大人がすごせる(遊べる)まち環境をつくり、地域で子どもを見守る関係を促進

らこの５年間で新たなご縁が再び育まれています。それ
は正に、焦土が森に再生していくような有機的な連なりと
しなやかさで、とても強く美しい光景です。東北の人の「生
きる力」に尊敬と感動の念であふれ、奮い立つ勇気をい
ただいています。
これからも私たちは、地元の方々と心を重ねながら、立場
や地域を超えたゆるやかな連携と、マンパワー・ノウハ
ウ・知恵・資源を共有し、場づくりや仕組みづくりに取り組
んでまいります。
「このままでは自分も津波にのまれる」と判断し、5才の妹
の手を離した中学生は今、大学生になりました。彼は今、
生きることのできなかった妹の分も、同じ年くらいの子ども
たちを幸せにしたい、と希望をもち活動をしています。
子どもたちも大きく成長しています。それに伴い必要なサ
ポートも多種多様に変化しています。
一人ひとりの子どもたちをみつめていると、１０年間とはい
わず、東北が被災地と呼ばれなくなる日まで支えていき
たいという次の覚悟が鼓舞されます。亡くなった子どもた
ちのために、今を生きている子どもたちのために、これか
ら生まれてくる子どもたちのために、これからも、子どもと
見つめ合いながら、私たちにできること、すべきことを、丁
寧に成していこうと思います。
代表理事 ： 星野諭
（プレイワーカー、一級建築士、地域コーディネーター）

