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報告

お知らせ

第21回千代田まちづくりサポート
活動成果発表会

千代田まちづくりサポート通信
〜助成グループのイベント情報〜

新型コロナウイルス感染防止のため、4月17日（日）に Zoom を活用してオ

海老原商店を活かす会

ンライン形式で開催しました。

～セレクトショップawn ポップアップストア開催～

◆活動成果発表
（一般部門・はじめて部門）

awn は元野宿生活者を中心とした「企業組合あうん」の新しい試みとして始

助成グループから1年間の活動の成果について発表があ

りました。審査会委員および助成グループの投票で「神田

まったセレクトショップです。その awn がセレクトした洋服・雑貨・家具が歴

◆普請部門年度報告
（普請部門）

組みを紹介するトークショーを開催します。こちらもぜひご参加ください。

史ある建築海老原商店に並びます。また、
「企業組合あうん」のこれまでの取り

でパンダ」が、第21回のサポート大賞に選ばれました。

過去に助成を受けた4グループから、現在の活動状況等について報告があり

◆ awn ポップアップストア

ました。

■日

◆ミニレクチャー
（OBOG グループ）

■場

「秋葉原・旧旅館【東館】内ちよだニャンとなる cafe」がクラウドファンディ

所

5月27日（金）
〜29日
（日）
11:00〜19:00

海老原商店（千代田区神田須田町2-13-5）

◆ awn トークショー
（詳細は下記連絡先へお問い合わせ下さい。
）

ングのノウハウや活用方法等を助成グループにレクチャーをしました。
■問 合 せ 協働まちづくり・総務グループ

時

■問 合 せ 企業組合あうん /awn
（荒川区東日暮里1-36-10）


☎ 3233-7556

☎ 5604-0873

awn.clothes@gmail.com

お知らせ
ご じょう し

都心の千代田区で“地方の逸品”に出会える場所

一つ目は奈良県五 條 市。五條市で大切に育てられ

「ちよだグルメショップ＋A」

ている梅「林州」は五條市西吉野地域で栽培されてい
る古来種で、非常に皮が薄く、梅の最高峰品種と言わ

れる「南高」に勝るとも劣らない品種です。今回、この

★ 6月ご当地マンスリーフェア ★
に し

い

ず

ちょう

西伊豆町
（静岡）
&
隠れた梅の名産地フェア
ちよだグルメショップ

梅「林州」を五條市以外で紹介するのは「ちよだグル

6月1日
（水）
～３0日
（木）

6月ご当地マンスリーフェアは美しい夕陽のまち西伊

+A

豆町です。西伊豆町には仁科港を始めいくつもの漁港があり、豊富な海の幸に恵
まれた地域です。

かつお塩辛

メショップ +A」が初めてです。どうぞご注目ください。
まつ の ちょう

二つ目は愛媛県松野町。松野町は南高梅の名産地。

五條市林州梅

白梅干しや梅塩、梅そうめん、梅シロップなど、梅を
使ったバラエティ豊かな加工品を販売します。
わか さ ちょう

三つ目は福井県若 狭 町。若狭町で主に生産される

べに さし

「紅映」はその名のとおり、青梅に美しい紅を差したよ

例えば「潮かつお」は日本では田子でしか作られていない伝統的な保存食で、 うな梅で果皮が薄く、果肉はしっとりとし、ふくよか
塩辛さが病みつきになります。ほかには仁科のイカ、ところてん、潮かつおをポ な梅干しです。
ン酢にした「潮かつおポン酢」も人気です。西伊豆町の個性的な産品をぜひお楽
しみください。

また、同時開催の「ご当地梅フェア」では、梅の隠れた名産地である三地域をご

紹介します。

三地域それぞれに特長を持つ梅を食べ比べしてみてはいかがでしょうか。

■問 合 せ

ちよだグルメショップ＋ A
（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

募集

募集

自主的なまちづくり活動を応援する

「千代田まちづくりサポート」
応募相談受付中（〆切まで残りわずか！）
千代田まちづくりサポート（まちサポ）は、千代田区を活気ある、住み良い

魅力的なまちにしようと市民レベルでがんばっているまちづくり活動や、こ
れから始めようとするまちづくり活動を支援しています。

現在第22回の活動を募集しています。応募にあたっては、まちみらい千代

田ウェブサイトに掲載している「応募の手引き」をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインでの開催と
なる場合があります

■問 合 せ

協働まちづくり・総務グループ

マンション連絡会
会員を募集しています
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ページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

●千代田区マンション連絡会

開催のご案内

6月18日（土）、第45回マンション連絡会を開催します。

※会員の方以外は参加できません

※参加を希望する方は、事前に連絡会への入会が必要です
☎ 3233-7556

応募相談
（必須）

5月9日（月）〜27日（金）
応募にあたっての質問・相談を受け付けます。
場所 : 公益財団法人まちみらい千代田 窓口 時間 : 平日9〜17時（要電話予約）

応募受付

5月16日（月）〜6月17日（金）
所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、メールにて提出してください。
提出先：machisapo@mm-chiyoda.or.jp

公開審査会

7月30日（土）9：00〜17：00（予定）
応募内容を発表後に助成の可否・助成額を決定します。なお、はじめて部門は書
類審査で助成の可否を決定します。
場所：ちよだプラットフォームスクウェア5階 ★ YouTube でライブ配信予定

助成金交付

8月上旬（予定）

■問 合 せ 住宅まちづくりグループ
☎ 3233-3223

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp
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老舗企業に学ぶ事業継続の秘けつ
中小企業診断士

やなぎ よ し ひ さ

柳 義久

老舗企業の長寿の秘けつは多々あるのですが、今回は老舗企業（長寿企業）が

行っている「社会貢献活動」にスポットをあて、その活動が事業継続につながっ
ていることについて紹介したいと思います。
問題意識

1980年代バブル景気で日本企業が好業績だったころ、メセナ活動と言って企

業は、芸術文化活動支援を行っていましたが、景気低迷とともにしぼんでしまい
ました。

企業の利益が出なくなると簡単に社会貢献を止めてしまうのは、本業と関係

における信用、信頼を深め、今なお、多くのファンをもっていますがそのほとん
どが中小企業です。

老舗長寿の秘けつは、①伝統を守りつつ常に革新を続けている、②顧客第一

主義を企業哲学に持ち続け実践している、③本業重視で、原材料から技術、製法、
販売に至るまでこだわりの徹底、④次世代へタスキを渡すことの責任感が強く、
血縁より家業を守る事業承継の実践、⑤地域社会を大切にし、地域への貢献、ま

ちづくりや文化、スポーツ、環境問題への対応を強く認識して行動していること
などが知られているところです。

老舗企業研究会では、老舗企業が何世代にもわたる長い期間、持続的発展を

ないところで社会貢献をしようとしているからではないでしょうか。

遂げてきた秘けつの一つに社会貢献活動があるのではと仮説を立て、老舗の

乗り越え、100年以上持続的発展を遂げている長寿企業を老舗と定義しており、

した。

私が主宰している老舗企業研究会では、創業から数々の災害や戦争の危機を

千代田区では100年超の長寿企業を、百数十社数えることができます。これら
の企業は、独自の文化、伝統を形成し、技術力や独自のノウハウを確立し、商い

当主や経営者に、社会貢献活動の取り組み姿勢や内容のヒアリングを行いま
ヒアリングによって得た成果は、上記二次元コードより紹介したいと思い

ます。

「第13回千代田ビジネス大賞」表彰企業紹介
優秀賞

優秀賞

株式会社ライトストーン

株式会社D＆I

～研究開発に携わる皆様の生産性を向上させる
ソリューションを提供する～

～誰もが挑戦できる社会をつくる～

の う じょう ひろし

代表取締役社長 能城 博 氏

株式会社ライトストーンは、日本で活躍するエンジニアや

研究者にとって価値のあるソフトウェアを専門的なテクニカルサポートとともに

こ ばやし て つ ろ う

代表取締役 小林 鉄郎氏

株式会社 D&I は、
「誰もが挑戦できる社会の実現」に向けて、

障害者雇用と教育を行ってきました。

障害者雇用事業では、障害者の戦力化を目指し、人材紹介や求人サイトの運営、

提供したいと考え、1995年3月に設立しました。

就労後のフォローも行っており、教育事業では、就労移行支援事業や放課後等デイ

せるソリューションを提供する」ことを当社の理念として掲げており、ソフトウェ

自立に向けたサポートをしてきました。

設立以来、一貫して「研究開発に携わる技術者・研究者の皆様の生産性を向上さ

アやテクニカルサポートに限らず、ハードウェア、セミナー・ウェビナー、開発・カ

サービスなどの事業を行っています。教育から雇用までを一貫して行い、障害者の

さらに、弊社が注力しているテレワーク型障害者雇用サービス「エンカク」は、

スタマイズ、AI によるデータ解析など幅広いソリューションを提供しております。

障害者のテレワーク雇用の【前・中・後】をサポートするサービスで、テレワークの

り、その点を認められたことは、有頂天外の喜びです。

管理システムを利用しながら、入社後は専属のトレーナーがテレワーカーの就業

今回の受賞にあたり、ご評価いただいたポイントは、まさに当社の業務の本質であ

当社で扱うソフトウェア商品のほとんどは欧米の大学で研究職にある、経験豊

かな研究者によって開発されたものです。

彼らは製品開発やテクニカルサポート、セミナーにも積極的に関わり、ユーザの

要望を製品に反映させています。

当社では、それに劣らぬテクニカルサポートを提供し、さらに日本語の処理や表

示言語の日本語化、日本の研究者の要望を製品に反映させることが使命であると
考えています。

日本の研究者の皆様にとって価値のあるソリューションを提供し、研究開発の

一助となることが、社員全員の目標であり、私たちの喜びであると考えております。
今回の受賞を励みとして、日本の科学技術の発展に寄与できるよう精進して参

ります。

導入から採用支援をしており、
「エンカククラウド」という障害者テレワーク雇用
のサポートを行うサービスです。

「エンカク」はコロナ前から取り組んできたサービスとなりますが、このように

既成概念にとらわれることなく、障害者の戦力化に向けた新しい働き方を提案し
ていくことで、価値のある障害者雇用を創出していきたいと考えています。

また、地方の障害者雇用においては求人数が少ないことにより、
“働きたくても

働けていない”方が数多くいらっしゃいます。その課題解決に向けて、地方自治体
と連携協定を締結し、前途のエンカクを活用した「障害者雇用×テレワーク×地方
創生」にも取り組んでいます。

このように障害者雇用・教育事業を通して、労働人口の減少や、生産性向上といっ

た日本が抱える社会課題の解決に向けて取り組んでいきます。

●株式会社ライトストーン

●株式会社D&I

☎ 3864-5211 URL https://www.lightstone.co.jp

☎ 5577-6100 URL https://d-and-i.jp

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

