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O U R

M I S S I O N

2013年から始まった設立準備から約5年。
多くの方々の参加と協力により誕生した世田谷コミュニティ財団は、
法人設立後はじめての事業年度を終えることが出来ました。
意義深い初年度を過ごす
ことができたのは、
財団に関わってくださる全ての皆さんのご協力があったからこそです。
法人を代表しお礼申し上げます。
本アニュアルレポートは、
世田谷コミュニティ財団が作成する最初のアニュアルレポートです。
「まちを支える生態系をつくる」
を掲げ、
2018年春にスタートした私たちの財団は、
そのミッションを体現すべく、
多くの皆さんのご参加とご協力を得ながら、
一歩ずつ歩みを進めて参りました。
芽吹きから1年。
風にゆられる小さな双葉を大切に、
これからも土を耕しその根を広げ、
豊かな生態系を育てていきたいと考えています。
引き続き、
世田谷の
まちの変化を共に楽しみ、
応援していただければ幸いです。
一般財団法人 世田谷コミュニティ財団 代表理事 水谷衣里

世田谷コミュニティ財団とは？
一般財団法人 世田谷コミュニティ財団は、2018 年 4 月に 400 人を超える

そんな思いを抱える「まちのチャレンジャー」と「チャレンジャーを応援する

発起人・設立寄付者の志によって設立されました。東京では初の本格的なコ

多様なサポーター」を、
お金と知恵とネットワークで支え、
豊かな繋がりとコミュ

ミュニティ財団で、特別区を単位とするものとしては日本で唯一の存在。全

ニティをつくるのが、世田谷コミュニティ財団の役割です。

国でも珍しい都市型コミュニティ財団です。

まちの課題を、
「他人事」から「じぶんごと」へ。
「自分の暮らしが良ければ

世田谷コミュニティ財団のミッションは「まちを支える生態系をつくる」
。

いい」から「幸せを分け合い、学びあえる社会」へ。そんな価値観と生き方

自分のまちをもっと良くしたい。このまちで暮らす誰かを支えたい。都市での

の転換を支えることを目標に、多くのボランティアや寄付者の協力を得ながら

暮らしをもっと楽しみたい。頑張る誰かを応援することで、自分自身も元気に

活動を続けています。

なりたい。刺激を得たい、学びたい。新しい繋がりを得て自分も次のチャレ
ンジをしてみたい。
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1 年間のあゆみ

2018年度上半期は理事会や評議会、
事務局会議、
財団の運営を支えてくださる
「運営サポーター」
も加えた各プロジェクトチームの立ち上げなど、
法人内部の最
初の基盤を整えることに多くの時間を割きました。
また設立の際にご協力を頂いた皆さんをお招きした
「設立記念パーティー」
の開催など、
財団の最初の船出を共に喜び合う時間を設けました
（p12参照）
。
下半期は各プロジェクトチームごとの活動が活発化しました。
設立記念助成プログラム
（p4）
やプロボノイベント
（p8）
といった、
財団の事業の最初の柱となる取り
組みにチャレンジした時期だったと言えます。

Schedule
2018 年

4月

● 法人設立＆準備会解散

祝法人設立！
ここからいよいよ
スタートです

● 第１回理事会開催（以降毎月 1 回開催）
財団で初となる
包括連携協定を結ぶ
ことができました！

6月

12 月

● 昭和信用金庫

包括連携協定を締結

法人にとって２
つ目の包括連携
協定です！

● キラ星応援コミュニティ部門

最終審査会の運営をサポート
● 世田谷ホリデイピッチ開催

● 西武信用金庫との包括協定締結
2019 年
設立寄付者の皆さん
と共に、法人設立を
お祝いしました！
（詳細 p●）

7月

● 第１回プロボノギャザリングを開催

8月

● 第２回講評会開催
● 会計チーム活動開始

● 東京学芸大学国際中等教育学校にて授業を実施
● 広報チーム活動開始

● 第１回評議会開催
● 設立記念パーティの開催

9月

11 月

法人の運営を担う
チームが
少しずつ増えてい
きました！

● 運営サポーター制度スタート
● 公益認定チーム活動開始
● 事業指定チーム活動開始

1月

● プロボノイベント開催（ふかさわの台所）
● 設立記念助成プログラム「ココロマチ」キックオフ

ギャザリング兼説明会開催

2月

● 第３回評議会開催

3月

● 第４回評議会開催
● ファンドレイジングチーム活動開始
● プロボノチームインターンシップイベント

法人設立前からボラン
タリーにサポートして
いるキラ星部門の運営
は今も続いています！

法人にとって初と
なる助成プログラ
ムの登場です！

4月

● 世田谷スプリングサミット開催

6月

● 設立記念助成プログラム
「ココロマチ」審査会開催、

7月

● 事業指定プログラム「チア☆せた」

法人設立１周年
を祝うスプリン
グサミットを開
催しました！

● 事業指定プログラム「Cheer up!Setagaya（チア☆せた！）公開」

● 公益信託世田谷まちづくりファンド

キラ星応援コミュニティ部門第一次審査会の運営をサポート

10 月

● 二子玉川側まち歩きツアー開催
● プロボノイベント開催（尾山台商店街）

民設民営の財団です

法人の運営を支えるボ
ランティアの皆さんも
一緒に開催しました！

採択団体が決定

審査会開催、採択団体が決定

都市型コミュニティ財団です

世田谷コミュニティ財団は、

世田谷コミュニティ財団は、特別区を単

民間により設立され、

位とする日本初の財団です。また東京の

民間により運営されている団体です。

唯一の本格的なコミュニティ財団です。

意思に基づく財団です
意思を持って企画され、意思に基づき寄付
を受け、意思を持って運営に関わる。多彩
な人々の多様な意思によって、世田谷コミュ
ニティ財団は進化を続けています。

まち全体を考える公益的な団体でありな

東京都世田谷区の人口は 91 万人。東京の西南

世田谷コミュニティ財団は、
「まちのこれからを支え

がら、民間ならではの柔軟性を活かして活

の端に位置し、特別区の中では最大の規模です。

る財団をつくりたい」
と考える民間有志によって企

動する。それが世田谷コミュニティ財団の

人口流入が続き、若年世代が増加し続ける都市

画され、
設立されました。
財団の設立には発起人
（1

良さです。

部において、オープンで柔軟、かつユニークな人

口 10 万円）
・設立寄付者（1 口 1 万円〜）合わせて

の繋がりをつくり、都市での暮らしの真の豊かさ

400 人が参画しました。現在も多くのボランティ

を作り出すことを目指しています。

ア・プロボノによって支えられています。
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HIGHRIGHT & PICKUP

設 立 記 念 助 成プ ログラム 『ココロマ チ 』

〜農 ある世 田 谷 は 実りを増 やす〜

設 立 記 念 助 成プログラム“ ココロマチ ” は、

世田谷コミュニティ財団の記 念すべき最初の助 成プログラムです 。
テーマは「都市の農」。世田谷のまちにおいて「農」は、自然環境であるとともに、食を提供し、基盤をなす
産業であり、先人から引きついできた生活そのものでした。しかしそんな「農」ある風景は、都市開発が進
むにつれ減少を続け、今や貴重な存在となりつつあります。
世田谷コミュニティ財団では、都市型コミュニティ財団として、
◉ 都市におけるコモンズ（農地、自然、オープンスペースなど市民が共有すべき資源）とは何か
◉ コミュニティ（人）と場所（土地）とのつながりはどうあるべきか
◉ 持続可能な都市環境や都市経済に市民がどう関与できるのか
◉「農」が持つ多面的な役割を通して都市生活をどのように豊かにしていくのか
といった問いを、区内で活動する団体を支え、活動から学びながら考えることを目的に、本プラグラムを
実施しました。
財団設立準備から5 年。プログラムのタイトル通り「ココロマチ（心待ち）」にしていた助成プログラムが
今後、どのように花開いていくか、皆さまどうぞご期待下さい！

担当理事から一言
都市の農地がどんどん消滅しています。これまで「都市と農」はいっしょに語られることが少なく、むしろ都市では邪
魔なものとさえ思われてきました。本来「農」とは自然、食、産業、文化、社会を包括する生活の基盤です。私たちは都
市と農の関係を捉え直し、暮らしの中に、コミュニティの中心に、再び「農」を組み入れたいと思っています。財団の最
初の取り組みが「都市と農」であることは、都市型コミュニティ財団が目指す方向性について、強いメッセージを打ち
出すものになると信じています。
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理事 / 福永 順彦

2018 年 01月

1

キックオフギャザリング 兼 助成先募集に関する説明会の開催
「都市の「農」ー世田谷のまちの生態系を支える新しい価値」
設立記念助成プログラムの公開を記念して、
2018 年1月26日に
「キックオフギャザリング
兼 募集説明会」
を開催しました。
当日は
◉ 本助成プログラムの内容に関する説明と、
◉ 寄付者募集の呼びかけ、
◉ そして助成プログラムを
「都市の農」
と置いた背景に関する解説を行った上で、
◉「都市における農業」
をコミュニティで支える意味について、
ゲストの皆さんと意見交換を行いました。
話題提供者

コーディネーター
土肥真人

星勉 氏

地域社会計画研究所 代表

田中瑞穂 氏

世田谷トラストまちづくり

世田谷コミュニティ財団 副理事長

福田武雄 氏

JA 東京中央

エコロジカル・デモクラシー財団 代表理事

本澤絢子 氏

東京工業大学

福永順彦

世田谷コミュニティ財団 理事

2019 年 06 月

2

公開プレゼンテーション及び審査会の開催
公募の結果、
5つの団体から応募を頂きました。
書類審査を経て、
2019 年 6月1日、
公開プレゼンテーションおよび審査会
を開催しました。
審査の結果下記の２つの団体が採択されました。
応募団体一覧
農地の「都市耕園」化に向けた基礎調査
スマイルデザイン＋相田合同工場

結お〜くらんど「農」プロジェクト “ きたみふぃーるどらんど ”
結お〜くらんど

農を舞台に、誰もが生き生きと働くことができる社会を目指す事業

審査委員一覧

特定非営利活動法人農スクール

食と農をつなぐ「じゅんかんチャレンジ世田谷」
じゅんかんチャレンジ桜丘推進協議会

農が結びつける農家と住民の輪の検証プロジェクト
テヅクリ畑の会

採択

星勉 氏

地域社会計画研究所 代表

福田武雄 氏

JA東京中央 常務理事

イノウエヨシオ 氏 （株）
ファンドレックス プロデューサー

採択

石田彌 氏

東京商工会議所世田谷支部 副会長

福永順彦

世田谷コミュニティ財団 理事

採択団体のご紹介
じゅんかんチャレンジ桜丘推進協議会
食と農をつなぐ「じゅんかんチャレンジ世田谷」

テヅクリ畑の会
農が結びつける農家と住民の輪の検証プロジェクト

東京農業大学
（世田谷区桜丘）
のリサイクル研究センターで開発され

今でも農地が多数残る世田谷区喜多見を中心に、
次代につながる
「農

た
「生ごみ肥料」
を核として、
世田谷区桜丘周辺の生産者支援、
消費者

のある街づくり」
を実現することを目標としている団体です。

による地産地消、
そして小・中学校における食育・環境教育等へと
「じ

本会は、
農家の人達に野菜・作物への感謝を伝えること、
都市で生活

ゅんかん」
の輪を広げ、
食と農で“地域を繋げる”活動を行う団体です。

する人達に、
畑の土と野菜と天空に触れる気持ち良さを体験していた

今回の事業では、
桜丘から世田谷全域へと活動を拡大することを目的

だくことを大切に考えています。
今回のプロジェクトでは、
世田谷の農

に、
世田谷農業における
『生ごみリサイクル』
の実践を化学的・社会学

地減少の問題に、
困難を乗り越えて継続的に取り組む仲間
（団体）
が

的に検証することを目指しています。

出来るか
（育つか）
を検証することも目的にしています。
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HIGHRIGHT & PICKUP

事 業 指定プログラム

「 チア☆せた！（ C h e e r

つながるホコ天プロジェクト 田中さん

U p! S e t a g ay a ）」

多様な学びプロジェクト＠せたがや 松本さん

NPO 法人 neomura 新井さん

北沢おせっかいクラブ 齋藤さん

事 業 指定プログラム「 チア☆ せた！ 」は、
「 今 一 番 世田谷をワクワクさせるプロジェクトを応援しよう！ 」
をキャッチフレーズにスタートした取り組みです 。
2018 年 12月には、
プログラムの検討を目的に
「世田谷ホリデイ・ピッチ」
を開催。財団内外の方々と対話しながらより良いプログラムの形を考えました。
また2019 年春には支援先の募集を開始し、4 つの団体から応募を頂きました。

プ ログラムの 内 容

1

2

3

４コマのビジュアル・プレゼン
テーションで応募ができる！

審査段階から応援ができる！

伴走支援が受けられる！

「チア☆せた！」
では、
今の世田谷にとって必要な取

審査員による審査とは別に、
Facebook 投票による応援の仕

「チア☆せた！」
では助成金の交付は行いません。
支

り組み、
解決したい社会課題、
生み出したい新たな

組みを導入しました。
４コマのビジュアルを事前に当財団

援先と共に資金や資源の開拓を行います。
採択団

公益的価値を４コマの絵で提案頂く形としました。

webサイトやFacebookページに公開。
「いいね！「
」超いいね！」

体に対しては、
財団メンバーによるプロボノチーム

通常の
「申請書」
による審査とは異なり、
より幅広

を押すことで、
団体の提案を皆で応援する気持ちを表明でき

が伴走し、
提案の実現や効果向上を支えます。

い方にエントリー頂ける形を目指しました。

る機会を設けました。＊Facebookによる応援は、
審査会の参
考情報としました。

担当理事から一言
様々な活動支援プログラムがある中で、私たちだったらどんなプログラムを提供することができるだろうか？そんなこ
とを考え続け、試行錯誤をしてきました。エントリー団体には、企画書ではなく４コマのヴィジュアルを出してもらう。
SNS で「いいね」をもらいながら関心の裾野を広げていく。審査会ではピッチ（ショートプレゼン）をしていただき、来
場者と一緒に内容を磨いて審査につなげるなど、関わる人が一緒変化し続けるプログラムが生まれました。大きく変
化している社会の中でせたがやをいっしょにCheer Up!していきましょう。
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理事 / 千葉 晋也

2018 年 12 月

1

「世田谷ホリデイ・ピッチ」の開催
事業指定プログラムの内容を検討し、
世田谷で活動する人と活動を
応援したい人を発掘する観点から、
2018年12月に
「世田谷ホリデイ・
ピッチ」
を開催しました。
ホリデイ・ピッチでは下記の3名の方に、
世田谷で実際に取り組まれ
ている活動をピッチ形式でご紹介頂き、
参加者と共に各団体の提案
内容をブラッシュアップする時間を取りました。
ホリデイピッチ 登壇者
❶ 新井佑さん（NPO 法人 neomura 代表理事）
❷ 齋藤淳子さん（一般社団法人北沢おせっかいクラブ代表）
❸ 工藤賀子さん（一般社団法人あゆみ代表理事）

2019 年 04 月

2

「チア☆せた！」募集要項の公開と申請先の公募
ホリデイ・ピッチの成果を踏まえ、2019 年 4月に事業指定プログ
ラム
「チア☆せた！」
を検討、支援先の募集を開始しました。
同プログラムでは、
プロボノによる伴走支援によって、世田谷が抱
える課題の解決と価値創造に寄与する取り組みが、
より良いイン

応募団体一覧
結「せたがやをキレイに、あなたの世界もカラフルに。」
NPO 法人 neomura

代表：新井佑さん

「まち全体を学びの場に」

パクトを創出することを目指しています。、
支援先の募集にあたっては、一般的な申請書による形式は取らず、
各団体が目指す取り組みを
「４コマ・ビジュアル・プレゼンテーシ

多様な学びプロジェクト＠せたがや

「オープンホコ天デイズ」
つながるホコ天プロジェクト

ョン」
を通じて表現頂く形としました。
「チア☆せた！」
にご応募いただいた団体は右の4 団体です。

代表：松本敬子さん

代表：田中利枝さん

「茶沢コミュニティダイニングプロジェクト」
北沢おせっかいクラブ

代表：齋藤淳子さん

採択

2019 年 07 月

3

プレゼンテーション＆審査会
2019 年 7月に、
カタリストBAにてプレゼンテーション＆審査会を開催しました。
会では、
申請いただいた4つの団体がプレゼンテーションを行ったほか、
参加者を交
えたセッションを設け、
応募団体が区内外の人や資源とつながる機会を設けました。
また応募内容は当財団の webサイトやFacebookに掲載し、
応援投票の募集も
行いました。
投票結果は参考情報として反映に提供する形としました。
本プログラムでは、
「大賞」
と
「チア☆せた賞」
を設け、
前者は審査会が、
後者は事
前の応援投票と来場者による投票によって決める形をとりました。
また審査の結果、
「大賞」
および
「チア☆せた！賞」
の双方を、
「茶沢コミュニティダ
イニングプロジェクト」
を提案した
「北沢おせっかいクラブ」
さんが受賞しました。
大賞を受賞した団体には、
今後、
「チア☆せた！オーダーメイドサポート」
としてプ
ロボノパートナーが事業の成長に伴走します。
審査委員一覧
今給黎辰郎 氏

認定ファンドレイザー

江口響子 氏

CG アーティスト

矢郷桃 氏

写真家

池本修悟

世田谷コミュニティ財団 理事
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HIGHRIGHT & PICKUP

プロボノプロジェクト

「まちでの活動をプロボノとして応援したい」
「
、それを通じて自分の人生を豊かにしたい」
と考え、
行動する人と出会い、
共に成長することを目指して、
2018年度は
以下の４つのセミナー・イベントを開催しました。
今後も区内外から幅広く、
まちに関わることに関心を持つ方との出会いの機会を生み出していきたいと考えています。

1

2018 年 07 月

第１回プロボノギャザリング
プロボノギャザリングは、
世田谷で地域活動を実践する方と、
支援
する方との交流の場として開催しました。
第１回プロボノギャザリングには40 名を超える多様な立場・世代
の方々にお集まりいただきました。
ギャザリングでは
「もし自分が支
援する立場なら、
どのような地域活動を応援したいか」
を語り合い、
これからの助成事業や支援のあり方を考える場となりました。

2

2018 年 10 月

「ローカル・プロボノという新しい生き方」
尾山台の
「Fluss」
にて
「ローカル・プロボノという新しい生き方」
と題した交流・勉
強会を開催しました。
ゲストは、
認定NPO法人サービスグラントの岡本祥公子さんです。
岡本さんは同団
体のスタッフであると共に、
世田谷コミュニティ財団の設立寄付者でもあります。
社会貢献の意識はあっても、
直接的なつながりがなければまちに関わる糸口は見
つかりません。
お話から、
プロボノを通じて社会人が身近な社会課題に当事者の一
人として関わるきっかけづくりが大切であることが実感できました。

3

2019 年 01 月

「用賀と尾山台“ 商店街 ”をこえて〜30 代のキーパーソンたちが描くまちの未来を応援する〜」
「尾山台」
と
「用賀」
という、
2つの街で活動する30代のキーパーソンをお招きした
本イベント。
同世代のご夫婦が立ち上げたコミュニティに開かれたスペース
「ふかさ
わの台所」
をお借りして開催しました。
子育て真っ最中の世代の30代〜 40代と、
世田谷で学ぶ大学生や若者が、
楽しく
人と繋がりながらチャレンジをしている様子に、
都市近郊のコミュニティである世
田谷らしさと可能性を感じる会となりました。

4

「若者が育ち、地域が元気になる！インターンシップの世田谷モデルを構想する」
若者が地域で育ち、
担い手として循環をしていくにはどんな仕組みが必要かを探るために、
NPOインターンシップラボとの共催で開催したイベント。
学生がNPOの現場に入って活動するNPOインターンシップの横浜での事例と、
学生が主体となってNPOの現場で活動を企画する東京都市
大学まちづくり演習の取組みを紹介いただき、
全体で議論を行いました。
世田谷では若者の受け入れ意向のある団体は多いものの、
学生にどうアプローチするか、
現場でどういう関わりをしてもらうかが課題と感じました。

担当理事から一言
まちのチャレンジャーを応援する方法は、
寄付だけではありません。
多様なアクターたちの生態系が生き生きと動き始めるためには、
そ
れぞれの持つスキルや知識などを生かして様々な活動を後押ししてくれるサポーターが不可欠です。
プロボノプロジェクトは、
応援した
い！と思う人が、
いつでも気軽に、
自分の持ち味を発揮して応援できる仕組みづくりに向けて、
様々なトライアルを進めています。
これも、
世田谷コミュニティ財団らしい一つのチャレンジ。
プロボノコミュニティづくりを応援したいプロボノの参加もぜひお待ちしています
！
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理事 / 坂倉 杏介

04

HIGHRIGHT & PICKUP

コミュニケーション＆ネットワーキング

まちとひと、
人と人との繋がりをより広く、
深く広げる観点から、
多様なコミュニケーション・ネットワーキングの機会を創出しました。
また、
西武信用金庫、
昭和信用金庫との包括連携協定の締結など、
これからの広がりが期待できるトピックスも生まれました。
我々が掲げるミッション
「まちを支える生態系をつくる」
の実現には、
まちを知り、
人を知る機会を積極的に作り出すことが欠かせません。
一方で多くの都市住民
が、
自分が住む場所のこと、
そこでチャレンジする人の存在を知らないまま暮らしています。
「自分の暮らしが良ければいい」
から
「幸せを分け合える社会」
への転換を促すために、
この先もまちと人の情報の発信と、
協力可能なあらゆる組織との連携・協
力を進めていきます。

1

包括連携協定の締結
区内に立地する2つの金融機関と包括連携協定を締結しました。
金融機関は善意の資金循環を広げ、
まちに必要な支援を生み出
すために不可欠なパートナーです。
協定を活かし、
金融機関と連
携したアクションを広げていきます。
昭和信用金庫

2

西武信用金庫

まちあるきイベントの開催
いつもは素通りしている街にも、
たくさんの魅力が眠っている
こと、
そしてその場所を守り育てる人たちが世田谷のまちに豊
かに存在することを伝える観点から、
チャリティ企画として
「世
田谷巡りあいまち歩きツアー：二子玉川編」
を開催しました。
当日は定員上限の20名の方にご参加頂き、
二子玉川周辺の自
然と地域の資産、
それを育む人と歴史を実践者の皆さんから
お話頂くことが出来ました。

3

寄稿・登壇・メディア掲載
下記の媒体にて、
世田谷コミュニティ財団の取り組みを取り上げて頂きました。
今後も社会還元の一環として積極的な情報発信を行っていきます。
1

学術機関誌
「都市社会研究」
（第 11号）

世田谷区が発行する同誌において、
世田谷
コミュニティ財団の設立経緯について寄稿
しました。

3

地域デザイン学会
「シビックエコノミーフォーラム」

2018年7月、
地域デザイン学会が開催す

2

日本地域政策学会
「日本地域政策研究」
（第 22 号）

日本地域政策学会が発行する学術機関誌
「日本地域政策研究
」
において、
「コミュニティ財団という可能性」
をテーマに寄稿を
行いました。

4

東京学芸大学附属
国際中等教育学校での授業の実施

社会貢献や国際協力を学ぶ授業の一環として、
世田谷コミュニティ財

る
「シビックエコノミーフォーラム」
に登壇

団に関する講義を行いました。
次世代を担う若者の皆さんにとっても、

し、
「地域における新たな関わり方」
をテ

コミュニティの豊かさはなくてはならないもの。
世田谷コミュニティ財団

ーマにプレゼンテーションを行いました。

では今後も寄付教育や社会貢献教育の機会創出を模索していきます。

担当理事から一言
世田谷には、
市民団体だけでなく、
商店や企業、
金融機関、
大学、
行政関係の諸機関など、
数多くのまちを支える担い手が存在します。
当財団では活動初年度、
金融機関との連携協定や、
まち歩きのイベントなど、
意義深いアクションを行うことが出来ました。
私たちはこ
れからも多様な関係者の皆さんとのつながりを大切にしながら、
街の未来のために出来ることをひとつひとつ、
形にしていきたいと思
います。

副理事長 / 柏 雅康
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世 田 谷コミュニティ財 団 が

2 0 1 8年に育んだ 生 態 系

（ 2 0 1 8 年 4 月〜 2 0 1 9 年 7 月）

世田谷コミュニティ財団のミッションは「まちを支える生態系をつくる」。
生態系とは、まちのチャレンジャーを、知恵とお金とネットワークで支え、
豊かなコミュニティの繋がりをつくることを指します。
世田谷コミュニティ財団が 2018 年度に出会った人の数は 2050人。生

“ 都市と農 ” をテーマに世田谷コミュニティ財団初の助成プログラ
ムを立ち上げました。
キックオフギャザリングを通じて世田谷における都市と農の現状を
しり、価値を再確認する機会を設けると共に、公開プレゼンテー
ションによる審査を通じて広く本テーマの関心喚起に努めました。

み出したり関わった場の数はおよそ148 回に上ります。
たくさんの方に支えられて、また当事者として関わって頂く「まちを支える
生態系」を、この先もゆっくりと、しかし確実に成長させていきます。

設立記念助成 “ココロマチ ”

〜農ある世田谷は実りを増やす〜

コミュニケーション ・ ネットワーキング

コミュニケーション＆ネットワーキング
まちとひと、人と人との繋がりをより広く、深く広げる観点から、多様な
コミュニケーション・ネットワーキングの機会を創出しました。
また、西武信用金庫、昭和信用金庫との包括連携協定の締結など、
これ
からの広がりが期待できるトピックスも生まれました。
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理事・運営サポーターを中心に事業を積極的に生
み出し、法人の土台をつくることに注力しました。

「今一番世田谷をワクワクさせるプロジェクトを応援しよう！」
をテーマに、
伴走支援を重視する支援プログラムを立ち上げました。

理事会は毎月1 回定期的に開催。広報・会計・公

「世田谷ホリデイピッチ」
を開催し、
活動を伸ばしたい人と応援したい人

益認定、加えて各プログラムごとに運営チームを立

をつなぐ機会を創出したほか、
Facebook による応援投票を含む公開プ

ち上げ、専門性と貢献意欲を活かしながら、法人と

レゼンテーション会を開催し、
意欲ある人とプロジェクトの発掘と応援の

しての形を整えていきました。

機会を生み出しました。

法人運営

事業指定プログラム
「チア☆せた！」

プロボノプロジェクト

プロボノプロジェクト
「街での活動を応援したい」
「それを通じて自分の人生を豊かにしたい」
と考え行動する
人と出会い、
共に成長する機会を育む観点から
「プロボノプロジェクト」
を実施しました。
複数のセミナー・イベントの開催を通じて、
まちに関心を持つ方々との出会いの場を創
出しました。
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2018 年 6月23日
（土）夜。世田谷区・下北沢にある北沢タウンホールにて、一般

設立記念
パーティー

財団法人 世田谷コミュニティ財団の設立記念パーティーを開催しました。
パ―ティーの参加者は約 60 名。
目的は、
これまでの経緯を振り返り、
これからの未
来を語ること。設立発起人や設立寄付者の皆さんはもちろん、
これから世田谷コ
ミュニティ財団に関わりたい方も含めて60 名の皆さんと共に時間を過ごしました。

設立記念パーティ 当日の流れ

❶

設立の経緯の映像上映

❷

開会挨拶

❸
❹

これまでのご協力への感謝、改めて財団のミッションについて

乾杯挨拶
（一財）世田谷トラストまちづくり 理事長 男鹿 芳則さん

お祝いと応援のメッセージ
1） 保坂展人さん（世田谷区長）
2） 土井良浩さん（公益信託世田谷まちづくりファンド運営委員長）
3） 高橋一朗さん（西武信用金庫）
4） 廣岡希美さん（( 公財 ) かわさき市民しきん代表理事）

ご歓談

❺

財団のメンバー紹介

❻

今年度の事業計画について

評議員・理事・監事・アドバイザー

1） 設立記念助成の企画立案
2） 事業記念助成の企画立案
3） 冠基金プログラムの企画立案
4） プロボノコミュニティの運営・拡大
5） 遺贈寄附推進に向けた体制づくり
6） 場の活用

❼

会員制度のご案内

❽

財団運営に関わりのある方のご紹介・謝辞
1） クラウドファンディングのサポート
2） 包括協定について
3） 運営サポーター制度
4） ご寄付による応援

❾
❿
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終わりのご挨拶
閉会

2019 年 4月21日（日）、世田谷コミュニティ財団の設立一周

世田谷
スプリングサミット

年を記念して、
「世田谷スプリングサミット」を開催しました。
スプリングサミットは、財団設立以降の歩みを振り返りなが
ら、皆さまと共に一周年を祝い、新たなステージへの決意と
想いを新たにする時間となりました。

イベント概要
2019 年４月 21 日
二子玉川ライズ 「カタリスト BA」
・開会・ご挨拶
・財団の一年の動きと主なトピックについて
・ポストカードドネーション
・乾杯＆交流タイム
・記念撮影、閉会
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世田谷コミュニティ財団 概要
一般財団法人 世田谷コミュニティ財団

Setagaya Community Foundation

2018 年 4 月 23 日 設立

評議員

理事
理事

株式会社 風とつばさ 代表取締役 / 元
公益信託世田谷まちづくりファンド 運
営委員

一般社団法人社会創発塾

水谷衣里

金山 卓晴
弁護士

小林 洋志

澁澤 寿一

勝誠建物株式会社代表取締役 / しもき
た商店街振興組合理事長 / 公益信託世
田谷まちづくりファンド運営委員

理事

土肥 真人
エコロジカル・デモクラシー財団 代表
理事／東京工業大学 環境・社会理工学
院 准教授／元 公益信託世田谷まちづ
くりファンド 運営委員長

首藤 万千子
NPO 法人 プレーパークせたがや 運営委
員 / 元 公益信託世田谷まちづくりファンド
運営委員

専務理事

土井 良浩

市川 徹

弘前大学 大学院地域社会研究科 准教
授 / 公益信託世田谷まちづくりファンド
運営委員長

理事

坂倉 杏介

副理事長

認定 NPO 法人共存の森ネットワーク

池本 修悟

副理事長

柏 雅康

株式会社 博報堂 プロデューサー / 公益
信託世田谷まちづくりファンド 運営委員

監事

代表理事

株式会社 世田谷社 代表取締役 / 元 公
益信託世田谷まちづくりファンド 運営
委員

東京都市大学都市生活学部 准教授／
三田の家 LLP 代表／公益信託世田谷
まちづくりファンド 運営委員

橘 たか
合同会社 橘 代表／公益信託世田谷ま
ちづくりファンド 運営委員

理事

千葉 晋也
株式会社 石塚計画デザイン事務所 東
京事務所 所長／公益信託世田谷まち
づくりファンド 運営委員

理事

福永 順彦
有限会社プレイス 代表／元 公益信託
世田谷まちづくりファンド 運営委員

運営サポーター
重松大介

伊藤 祐二

高城 芳之

弁護士

世田谷区役所

NPO 法人アクションポート横浜

高橋あづさ

内山 茜

徳永 健人

税理士

株式会社 LORANS.

READY FOR 株式会社

岡部 恵子

村井 庸平

株式会社プラップジャパン

清水建設株式会社

工藤 賀子
一般社団法人あゆみ

アドバイザー
磯村

歩

株式会社フクフクプラス 代表取締役

齋藤

啓子

武蔵野美術大学教授

白鳥

奈緒美

会社員

中島

智人

産業能率大学 経営学部教授

江口

響子

ZOU STUDIO 代表取締役

松田

妙子

NPO 法人 せたがや子育てネット 代表理事

（2019 年 11 月現在）
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How to join
参加と応援の方法

❶ 会員（サポーター）になる
・ 月額千円から当財団を応援して頂ける会員（サポーター）
制度「世田谷コミュニティ財団 友の会」を設けています。
・ サポーターには、
「個人会員」と「法人賛助会員」の 2 種
類があります。クレジットカードからの自動引き落とし
が便利です。

❸ 寄付する
・ 財団の運営資金や助成プログラムの実施に必要な資金を、
広く個人・法人の皆さまから年間を通じ集めています。
・ 金額の多寡は問いません。銀行振込・郵便振替・クレジッ
トカードでの決済が可能です。

❷ ボランティア
プロボノとして参加する
・ ボランティア・プロボノには、
- 世田谷コミュニティ財団の運営に関わる場合と、
- 当財団の支援先とのマッチングを行い、
支援先での活
動機会をご紹介するケースの２つがあります。
・ 得意や関心をお伺いした上で最適な活動先を共に考えます。
まずはお気軽にご連絡ください。

❹ イベントに参加する
・ 世田谷コミュニティ財団では、年間を通じてイベントや
セミナーを区内各地で開催しています。
・ すべての公開イベントは Web サイトや SNS にて紹介し
ています。ぜひご覧頂き、お気軽にご参加下さい。

クレジットカードの場合
財団 web サイトのフォームからお申し込みください。
金額はご自身で選択頂けます。1000 円以上から可能です。

❺ SNSを通じてつながる

現金の場合
持参 メールかお電話にて事務局にご連絡下さい。
郵送 現金書留で、現金と申込用紙を事務局へご郵送ください。
銀行振込・郵便振替の場合

・ 世 田 谷 コ ミ ュ ニ テ ィ 財 団 で は、Facebook ペ ー ジ、
Twitter での情報発信を行っています。
・ また Facebook グループ「世田谷コミュニティ財団と緩
やかに繋がるグループ」も運用しています。
・ SNS のフォローや参加リクエストをお待ちしています。

下記の銀行口座からお振込み下さい。

ホームページ

振り込み後、事務局までご連絡頂けますようお願い申

詳しくは

し上げます。

世田谷コミュニティ財団

① 昭和信用金庫（金融機関コード 1345）
本店（普通）1256302
一般財団法人 世田谷コミュニティ財団 代表理事 水谷衣里

検索

https://scf.tokyo/
@scf̲tokyo

Facebook ページ

Facebook グループ

② ゆうちょ銀行（金融機関コード 9900）
〇一九店 （当座）0731234
一般財団法人 世田谷コミュニティ財団

（参加リクエストが必要です。事務局にて承認作業を行います。
）
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表紙のイラストについて
設立記念パーティーの際、ご参加頂いた皆さん
に当財団のロゴをかたどったキャンバス地を思
い思いの色で塗って頂きました。
表紙のイラストは、こうして出来上がった作品
をモチーフとしたものです。
多様な人が集まる街で生まれた「みんなでつく
る世田谷コミュニティ財団」を表しています。

一般財団法人 世田谷コミュニティ財団
〒158-0094
東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス 8 階 カタリスト BA
TEL：03-4405-2022

FAX：020-4664-1218

世田谷コミュニティ財団
ページ

検索

E-mail：setagaya@scf.tokyo

https://scf.tokyo/

：https://www.facebook.com/scf.tokyo/

グループ：https://www.facebook.com/groups/184259112195696/
（参加リクエストが必要です。事務局にて承認作業を行います。）

@scf̲tokyo

