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クラウドファンディング
活用セミナー開催

第2回マンション管理講座 開催
「長期修繕計画について」をテーマに、第2回マンション管理講座

を開催します。参加には事前の申し込みが必要です。
■日

時

資金調達の手段であるクラウドファンディングの一般的な知識、

11月17日
（水）
18時30分～20時30分（予定）

場

ちよだプラットフォームスクウェア5階会議室（千代田区神田錦町3-21）

■対

象

千代田区内マンションの居住者、所有者、管理組合役員

■定

員

■申 込 み

無料

もり ひろ ゆき

■講

20名
（先着順）
☎3233-3223

師 森博之氏
（マンション管理士／写真）

■日

■会

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

お申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、
会場入室時の手指の消毒、職員による検温にご協力を
お願いします。

住宅まちづくりグループ

時

10月25日
（月）
9時～11月１日
（月）

場 オ
 ンライン
（オンデマンド配信）

■受 講 料

FAX3233-7557

①氏名 ②住所
（部屋番号まで）③マンション名 ④電話番号 を記載のうえ、

■問 合 せ

オンデマンド形式で実施し、参加には事前の申し込みが必要です。

あります。また、開催方法を映像配信等に変更する場合があります。

■会

■受 講 料

有効な活用事例や千代田区で利用できる補助制度を紹介します。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止または時間短縮となる場合が

無料

まつ だ じゅん いち

■講

師 松
 田絢一氏
（銀座セカンドライフ株式会社）
、

■対

象 区
 内中小企業者または区内で起業を検討されている方等

てる い しゅう と

照井翔登氏
（株式会社 CAMPFIRE）

■申 込 み

（https://ginza-entre.com/event/2021chiyodo-cf

■問 合 せ

☎3233-3223

銀座セカンドライフ株式会社ウェブサイト

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

または右記二次元コード）
産業まちづくりグループ

☎3233-7558

biznet@mm-chiyoda.or.jp

マンション連絡会を開催しました

お知らせ
●会員募集 マ ンション管理組合の理事長を対象に、マンション連絡会の会
員を募集しています。入会希望の方は、まちみらい千代田ウェブ

8月28日（土）、約1年8か月ぶりにマンション連絡会を開催しました。新型コロ

サイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

ナウイルス感染症対策のため、時間短縮での開催となりましたが、会員同士での
意見交換や情報交換が活発に行われました。

次回のマンション連絡会は、11月6日
（土）
に開催予定です。

※会員の方以外は参加できません。参加を希望する方は、あらかじめ連絡会への
入会が必要です。

■問合せ

住宅まちづくりグループ

☎3233-3223

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

お知らせ

お知らせ

千代田まちづくりサポート通信
～助成グループの活動紹介～

グリーンネイバーフッド千代田を目指す会
～ with コロナの中、千代田からサポートが
必要な人たちも参加できるイベントを発信する～
千代田区内で五感で感じる自然観察会

テーマ 「コロナ後の働き方・オフィス・都市」

コロナ渦により、暮らしや働き方にもさまざまな影響が起きている
昨今。
「コロナ後の働き方・オフィス・都市」という答えのない問いを、と
もに考え、世の中に問いかけていく場として、千代田区・神田錦町にご
縁のある各分野の識者をお迎えし、鼎談します。
登壇者

で歩くのが難しい方、手足が不自由で車い

すを利用したり杖を使ったりしている方、

あお やま やすし

いと い しげ さと

青山佾氏（明治大学 名誉教授）
、糸井重里氏
（株式会社ほぼ日 代表取
す がわ かず や

締役社長）、須川和也氏
（安田不動産株式会社 常務執行役員）

〈モデレーター〉

どんな方でもご参加いただけます。参加者

うし だ しゅん すけ

丑田俊輔氏（プラットフォームサービス株式会社 代表取締役社長）

同士が自然に肩を貸し合い、サポートがで

■日

きるようなイベントを目指して活動して

■会

います。

時
場

10月4日（月）
16時～18時
オンライン配信
（Zoom）

■参加費 無料

新型コロナウイルス感染症対策のため、

■参加（申込み）方法

人数制限やオンラインでの参加も受け付けています。
グリーンネイバーフッド千代田を目指す会

infognc@goo.jp

マンション管理に関する書籍貸出中
（無料）
まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替
え、マンション防災などマンションに関するさま
ざまな分野の書籍を所蔵しています。所蔵書籍の
リストは、まちみらい千代田ウェブサイトで公開
しています。
問 住宅まちづくりグループ
☎3233-3223

ちよだプラットフォームスクウェア17周年記念鼎談会

〈スピーカー〉

を開催しています。目や耳が不自由で一人

■問合せ

てい だん

右記二次元コードから

■問合せ プ
 ラットフォームサービス株式会社
☎3233-1511

マンション相談窓口開設中
（無料）

event@yamori.jp

中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

時 月曜日～金曜日
（祝日を除く）

時 応相談

場

場 千代田区神田錦町3-21

対
予
問

 時～17時（受付は16時まで）
9
千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア4階
千代田区内のマンション居住者および所有者
応相談（個人情報が公開されることはありません）
住宅まちづくりグループ ☎3233－3223

（お問い合わせからおおむね1週間前後）
ちよだプラットフォームスクウェア

申 電話にて予約状況をご確認ください。

相談内容は、
ビジネス相談に限ります。

問 産業まちづくりグループ

☎3233－7558

ニュース をスマートフォンでご覧になりたい方は

まちみらいニュース ◇令和3年9月20日◇
イベント

ちよだいちばのイベント情報
☆10月月間ご当地まつり☆
と り

で

し

茨城県取手市

9月29日
（水）
～10月26日
（火）

取手市はベッドタウンのイメージが強くありますが、実は利根川の水運と水戸

街道が交錯する古くからの交通の要所、取手宿として栄えていました。米の名産

地でもあることから、酒蔵が立ち並び、おいしい煎餅屋や漬物屋が集積しています。

煎餅

甘納豆

漬物

チョコレート

実は食の魅力あふれる取手市！煎餅、甘納豆、漬物、チョコレートなど知られ

ざる食の魅力を「ちよだいちば」でご堪能ください！

そのため、今でも天日干ししている煎餅屋を見ることができます。

■ 問合せ ちよだいちば
（千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1階）
☎& FAX 5577-3846 ※午前中の電話対応はできません。

また、戦後に住宅地を求めて都心から人が移り住んだころ、多くの都心の菓子

屋さんも新しい土地を求めて取手市に移住しました。甘納豆屋やチョコレート工
場があるのはそんな歴史のおかげです。

お知らせ

東京都立産業技術研究センター『TIRI クロスミーティング2021』参加登録受付中！
■日
■会

時
場

9月15日
（水）
～ 10月15日
（金）
オンライン
（オンデマンド配信） ■参 加 費 無料（登録制）

6技術分野、66の最新技術シーズ（口頭発

表）および今話題のテーマ（SDGs、中小製造

業、AI・IoT、食品）に関する基調講演をオン

『TIRI クロスミーティング』は、中小企業の皆さまに、都産技研および連携機関の最新技術シー

ズを発表するマッチングイベントです。

今年は完全オンライン配信により、1か月間いつでもすべての発表テーマをご覧いただけます。

デマンド配信します。ぜひ、右記二次元コー
ドよりご登録ください。

〈詳細はこちら〉

あれから7年、
『時代ニーズの一歩先行く挑戦企業』であり続けるために

報告

「人・モノ・情報が交流するコミュニケーションメディア分野、国際コ

ミュニケーション分野」のプロフェッショナル集団にもコロナは大きな

影響を与えました。しかし、20年前からスタートさせたネットコンベン

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業
第6回大賞受賞

ション事業を着実に育成してきたので、当該部門の収益が会社を牽引し
ひら い

ました。世界のニーズが対面からオンラインに変化する中、同社はオン

ひろあき

企業名：株式会社コンベンションリンケージ グループ代表：平位 博 昭

デマンドさらにはハイブリッド型のコンベンション運営が提供できる

コンベンションをイノベーション（革新）し続ける！

ように経営手法そのものを進化させています。結果的には資金管理が

難しい業界の中で、今でも無借金経営を維持し、さらには売上、利益と

～区内の優秀な中小企業を発掘し、表彰する「千代田ビジネス大賞」が2008年度にスタート
してから13年経過しました。今年度は歴代の大賞受賞企業の現在を取材していきます。～
同時通訳・翻訳業からスタートしコンベンションプロデュースカンパニーへ進化

株式会社コンベンションリンケージは1996年国際会議プロデューサー、会議通訳者、翻訳

もに受賞時の2倍に成長させています。

『人を集めるプロフェッショナル・コンベンションカンパニー』であるために

人が集まるところ、宿泊、食事、通訳、報道、エンターテイメント等、さ

者、イベントプランナーなどが共同で創立したベンチャー企業です。

まざまなニーズのリンクが求められます。しかしながらコロナ禍で顕在

業務としていましたが、徐々に業容を拡大し、政府間会議、国連機関会

理があります。同社は自律型人材をさまざまなチャネルから随時採用、

もともとは国際会議の同時通訳や企業向け翻訳サービスの提供を主力

化したように、すべての機能を自社だけで内製化するのは、非効率で無

議、大型国際学会、展示会、舞台系芸術（音楽、演劇、演芸）等の運営、企

育成しながら、内製化と外注化のあるべき姿を絶えず模索しています。

画まで手がけられる企業へ成長しました。コンベンション業務を通じ

取材を通じて『think Global, act local( 地球規模で考えて現場の状況も

て、国家、民族、宗教の枠を超えたネットワークと話し合いの場を構築し、

踏まえて判断・行動せよ）
』と言う言葉が思い浮かびました。企業規模が

国際社会における日本の地位向上の契機をもたらした社会貢献性等が

2倍になった今でも時代をリードできるベンチャーであり続けられる企

評価され、第6回千代田ビジネス大賞の大賞を受賞しました。

がんばる中小企業 応援リレーコラム
第1回

業であるための、揺るぎないチャレンジスピリットの尊さを実感しました。

連載

SDGｓは小規模、中小企業の新たなブレークスルー
（課題解決）
の切り札
中小企業診断士

か ね つ な じゅん

金綱 潤

今や世界の新たな共通価値となった SDGs

世界中の関心が高い今こそ、貴社が SDGs を検討し、取り組んでみることを強

くお勧めします。具体的な取り組み方としては、17のゴール169のターゲット内
容と照らし合わせて関連性の高い計画を検討してみてください。
17のゴールは、

・１～６までが基本的人権に関するコト
・７～12までが経済に関するコト

・13～17までが地球環境保全や平和、パートナーシップに関するコト

に大別できます。

SDGs は環境問題と捉えがちですが、こうして見ると、それは一面的な考え方

であることが分かります。

【図表

本記事は
概要版です
全文は
こちらから！

SDGs の特徴】

特徴

解説

１普遍性 先進国を含め、すべての国が行動
２包摂性 人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」
３参画型 すべてのステークホルダー（利害関係者）が役割を
４統合性 社会・経済・環境に統合的に取り組む

〈国際連合広報センター〉

５透明性 定期的にフォローアップ

ちまたでは、自治体、民間企業等のサイトや展示コーナーでも SDGs をキーワー

ドにした売場や展示コーナーも増えています。また、PR に関して国際連合広報セ
ンター（右記二次元コード）には、SDGs のカラーホイール、ロゴ、17のゴールの

また、SDGs の特徴は右上表の5つの言葉で表現されています。年々多くの国、 アイコン等の使用に関するガイドラインが無料でダウンロードできるようになっ

企業、人々に理解が深まる中で、達成に向けた認識もよりシビアなものになりつ
つあります。

要するに SDGs とは、単なる環境問題への取り組みに限った話ではなく、企業

の事業活動の質を高めるすべてに関連するテーマであると理解いただければよ
いと思います
（例：無駄を減らす・なくす。暮らしやすく・働きやすく等）。

ています。

自社のビジネスの延長線上で経営課題の解決ができるので、事業を行いながら

社会課題にアプローチができる SDGs は、中小企業にも採用しやすい取り組みと

も言えます。新たに資金を使わなくてもチャレンジすることが事業価値向上につ
ながるヒントにもなりますので、この機会にぜひ一歩踏み出してみてください。

紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

