
🔸開催日時 

2019 年3 月 23 日（土）18：30～21：00（開場 18：00）

🔸会  場 板橋区立文化会館大ホール 
東京都板橋区大山東町 51-1 ＴＥＬ03-3579-2222 

東武東上線「大山駅」北口から徒歩約 3 分 

都営三田線「板橋区役所前」駅 A3 出口から徒歩約 7 分 

🔸共   催 板橋区立成増生涯学習センター・大原生涯学習センター 

特定非営利活動法人 ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし 

特定非営利活動法人 みんなのたすけあいセンターいたばし 

🔸企 画 運 営 SDGs いたばしネットワーク準備会 

🔸協 力 いたばし総合ボランティアセンター 

🔸後 援 公益社団法人 板橋区医師会 

板橋区町会連合会 

社会福祉法人 板橋区社会福祉協議会 

公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター 

わたしたちの地域のそして世界の子ども若者から高齢者まですべての市民一人ひとりが生き生きと暮らし続ける“持続可能な”社会を皆さんとともに！  

SDGs いたばしの集い

  2030 年へ 
―誰も置き去りにしない・されない社会をー 

🔸参 加 費 無 料☆個人・参加団体・機関・企業等を広く募ります☆

参加希望の皆様は「みんなのたすけあいセンターいたばし」宛て参加申込書をご送
付ください。集いの入場券を送付します。 

SDGｓいたばしの集い―問い合わせ・参加申込先 

〒173-0004 東京都板橋区板橋 3-63-5 

特定非営利活動法人 みんなのたすけあいセンターいたばし 

TEL ０３（５９４４）１３６６ FAX ０３（５９４3）１８８８ 

E-mail:tasukeai-itabashi@mbr.nifty.com 



◇趣旨 

サスティナブル ディベロップメント  ゴールズ 
●SDGs（エス・ディー・ジーズ）＝Sustainable Development Goals

持続可能な   開発 目標 

"SDGs"（持続可能な開発目標）は､国連加盟国 193 カ国の総意で決定された 2030 年まで
に達成すべき 17 の目標を言います。21 世紀に入り深刻化の進む―貧困、飢餓、健康・福
祉、教育、ジェンダー、衛生、エネルギー、経済、産業、格差、住居、消費社会、環境、平和
…―多くの課題に対し、具体的な目標が設定されています。 

これらの目標の根幹には「誰も置き去りにしない」という理念があります。貧困のない、持
続可能な世界を、人間らしい生活を次世代に受け継いでいくため、世界で、日本で、地方自治
体や様々な団体、企業等も取り組みを始めています。 

板橋では、課題を抱える当事者とともに歩むという意味から、今回の集いのタイトルを「誰
も置き去りにしない・されない社会を」としました。そして、「SDGs いたばしネットワー
ク」を設立し、地域の課題をともに学び合いながら協働して、解決に取り組んでいくこととし
ました。そのキックオフミーティングとして「SDGs いたばしの集い」を開催します。 

より多くの皆さんのご参加・ご協力をいただき、誰もが人間として尊厳を持って生きること
ができる「いたばし」を創っていきたいと思います。 

18:00 開場 （SDGs 関連映像の上映） 
18:30 開会 （司会）SDGs ネットワーク準備会世話人 

（いたばし総合ボランティアセンター） 神元 幸津江さん 
18:35 趣旨説明「2030 年にむけて ともに」 

SDGs ネットワーク準備会世話人（帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授） 
山本 秀樹さん 

18:50 あいさつ  板橋区長 坂本 健さん 

19:20 ＜壇上設営＞ 

19:25 みんなの広場「SDGs と私たち＆いたばしと世界のこと・・・」 
① 「SDGs ってなあに？ミニ講座」

SDGs 市民社会ネットワーク事務局長代行 新田 英理子さん 
19:55 ②みんなで考えてみよう！「いたばしの希望と未来をつくる＝SDGs」 

＊進行：SDGs ネットワーク準備会世話人 
（ひろがれ！ピースミュージアムいたばし運営委員会）佐治 真由子さん 

＊コメンテーター：新田 英理子さん 
➊「SDGs（誰も置き去りにしない）＝私たちの“今と未来”を学び・つくる」 

・板橋区立赤塚第二中学校教諭 中野 英水さんと生徒の皆さん 
・ピース・スコーレ（平和の学校） 児玉 周さんと国連平和大学 修了 浪指 

拓央さん 
❷「区民一人ひとりの尊厳ある今と未来を実現する SDGs の取り組み」 

・子ども・若者支援ネットワーク世話人   六郷 伸司さん 
・高齢者の尊厳を実現するネットワーク代表 杉田 美佐子さん 
・株式会社アイカム社長 川村 智子さん 

20:40 応援の言葉 
・板橋区町会連合会副会長          木村 忠義さん 
・板橋区医師会会長             水野 重樹さん 
・ユネスコ・アジア文化センター教育協力部長 大安 喜一さん 

20:50 「これからの取り組みについて」（アピール） 
・SDGs ネットワーク準備会世話人（板橋ふれあいまつり実行委員長） 土居 弓子さん 
・      同        （家庭福祉員）       林  則子さん 

21:00 閉会 



SDGs いたばしネットワークの目的と活動のイメージ 
１．目的 
  SDGs いたばしネットワークは SDGs（持続可能な開発目標）の根幹・基底になる“誰も置き去りにし

ない・されない”の視点から、いたばしで生活する人びと、働く人びと、さまざまな団体・機関・企業等
がそれぞれのジャンルや垣根を超えて共に学び合いながら、協働して、私たちの地域の、そして、世界の
子ども・若者から高齢者まですべての市民一人ひとりが生き生きと暮らし続ける”持続可能な“社会の実
現をめざすことを目的とします。 

２．活動の基本方針 
継続的な学び合いを通して、“誰も置き去りにしない・されない”の視点から、①現状を把握し、②課題

を整理し、③一歩改善に動くーことを基本方針とします。〈百人の一歩前進〉 
３．ネットワークの概念図 

4．事務局 
特定非営利活動法人みんなのたすけあいセンターいたばし及び特定非営利活動法人ボランティア・市

民活動学習推進センターいたばしの共同事務所に置きます。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2018年⇒2019 年⇒2030 年（SDGs ゴール年）へ、そして未来へ 
スケジュール（予定） 
〈参加団体説明会〉 
 ・2 月９日（土）13：30～16：30  仲宿地域センター（板橋区氷川町 12-10） 
〈拡大準備会〉（準備状況の確認＆意見交換） 

・3 月２日（土） 13：30～16：30 まなぽーと大原（大原生涯学習センター） 
（板橋区大原 5-18） 

3月 23日（土）18：30～21：00 「SDGsいたばしの集い」 
  〈SDGs いたばしネットワークのキックオフ・ミーティング〉 

＊４～5 月  いたばしネットワーク全体会議 
（集いの振り返り及び活動方針等の確認、意見交換）

＊以降、年に数回、SDGs いたばしネットワーク全体会議を開催 
＊SDGs×置き去りにされている課題等の解決にむけた継続的な学び合いの実施など 

  （成増生涯学習センターを拠点とした定期的な学習会の開催）開始時期は今後調整 

：《SDGs いたばしネットワーク準備会世話人》五十音順 
池 田  優 （NPO 法人ワーカーズコープ職員）
海 川 浩 司（みんなのたすけあいセンターいたばし） 
大 場 奈 央（みんなのたすけあいセンターいたばし理事） 
加 藤  勉 （みんなのたすけあいセンターいたばし理事長） 
神 元 幸津江（いたばし総合ボランティアセンター職員） 
川 村 智 子（株）アイカム社長） 
栗和田  敏 （みんなのたすけあいセンターいたばし SDGs 協働推進担当） 
児 玉  周 （ピース・スコーレ（平和の学校）代表） 
佐 治 真由子（ひろがれ！ピースミュージアムいたばし運営委員会委員） 
塩 野 敬 祐（淑徳大学短期大学部健康福祉学科教授、ボランティア・市民活動学習推進センター副

理事長） 
杉 田 美佐子（社会福祉法人小茂根の郷施設長、高齢者の尊厳を実現するネットワーク代表） 
土 居 弓 子（すももケアサービス代表、みんなのたすけあいセンターいたばし理事） 
萩 原 建次郎（駒澤大学総合教育研究部教授、こども・若者支援ネットワーク世話人） 
林   則 子（家庭福祉員、みんなのたすけあいセンターいたばし理事） 
廣 瀬 カズ子（ボランティア・市民活動学習推進センター理事長） 
山 本 秀 樹（帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授、みんなのたすけあいいたばし副理事長） 



【参加協力団体】順不同・ＡＢＣ順 

〈板橋区内〉

・株）アイカム・いのちの映像

・特）青い空―子ども・人権・非暴力 

・株）アサヒスタッフサービス

・あったかごはんの会 

・温かい人間関係を築くサンクチュアリー 

・アマルの会 

・飯田電子設計（株） 

・生きづらわーほりプロジェクト 

・特）いた・エコ・ネット 

・けやきの公園・グループけやき 

・板橋ふれあい祭実行委員会（第３７回） 

・いたばしアレルギーの会 

・いたばし災害支援ネットワーク 

・いたばし対話プラス 

・いたばし水と緑の会 

・福）板橋区社会福祉協議会 

・特）いたばし・ひあしんす城北 

・特）板橋区ともに生きる福祉連絡会 

・板橋区高次脳機能障がい者家族会 

・板橋介護家族とサポートボランティアの会 

・板橋区介護サービス全事業所連絡会 

・板橋子ども文化祭実行委員会 

・板橋区肢体不自由児者父母の会 

・板橋区清水町睦町会 

・板橋区社会福祉士会 

・板橋区主任介護支援専門員協議会 

・板橋区重症心身障害児（者）を守る親の会 

・板橋区ダウン症児-者親の会「ほほえみの会」 

・板橋区地域密着型サービス事業所連絡会 

・一社）板橋区聴覚障害者協会 

・板橋区手をつなぐ親の会

・板橋区の蝶を調査する会 

・板橋区難病団体連絡会 

・板橋区発達障害児者親の会（IJ の会） 

・板橋区立小学校 PTA 連合会 OB 会 

・板橋パーキンソン病友の会 

・板橋福祉のまちをつくろう会 

・板橋盲ろう者の会 

・稲付自治会サロンひだまり

・特）インターナショナル世界平和の響き 

・おたがいさまネットワーク 

・おでかけ俱楽部どっこいしょ 

・おもちゃの病院いたばし 

・特）かたぐるま 

・有）神谷不動産 

・福）北野会（マイライフ徳丸） 

・株）ケアーシップ 

・有）劇団銅鑼 

・けやきの会 

・特）good（グッド） 

・グランダ常盤台（有料老人ホーム） 

・グリーフサポートステーション サンザシの家 

・特）後見支援東京 板橋後見センター 

・幸生堂鍼灸院 

・福）国際視覚障害者援護協会 

・こころのフラット 

・子育てネットワーク 

・骨髄バンクを支える友の会 

・特）こども劇場いたばし 

・こども若者支援ネットワーク会議

・福）三共会 

・若年認知症板橋の会 ポンテ 

・特）自立生活センターいたばし 

・特）志村スポーツクラブ・プリムラ 

・新日本婦人の会東京都板橋支部 

・福）小茂根の郷 

・特）シンクいたばし 

・特）健やかネットワーク 

・すずめのお宿 

・すずらんの会 

・特）すだち 

・住まいと環境改善ネットワーク 

・住まいとまちづくりコープ 

・株）寿百 すももケアーサービス 

・特）生活サポートひまわり 

・税理士行政書士 宗像勝巳事務所 

・たすけあいセンター高島平 

・特）設計共同フォーラム 

・公社）成年後見支援センターヒルフェ板橋地区 

・高島平二丁目団地 助け合いの会 

・高島平介護センター 

・高島平ココからステーション 

・株）高島平新聞社 

・高島平地域創造会議 

・たすけあいセンター高島平 

・聴の会 

・株）ニューエイジ 

・男女平等１２人会 

・たんぽぽの会 

・特）チーム赤塚 

・「地球の仲間」日本語ボランティア教師養成教室 

・デーサービスをつくろう会 

・特）東京ＹＷＣＡ板橋福祉会 

・常盤台中央通り商光会 

・どっこいしょ Cafe 

・有）ともに（介護センターともに） 

・特)ドリームタウン 

・生ごみリサイクル全国ネットワーク・板橋 

・特）放射能測定室アスナロ（ラボ・アスナロ） 

・特）ビジネスサポート 

・ひろがれ！ピースミュージアムいたばし 

・ピース・スコーレ 

・ピース・ファクトリー 

・フードバンクいたばし（依頼中） 

・ぶんぶんいたバチ 

・有）ホームケアかすみ 

・ほんわかスマイル 

・一社）福祉用具活用相談センター 

・防災教育団体 ナレッジビスケット 

・前田順一郎公認会計事務所 

・まちの学校高島平 

・まちの保健室 

・特）水未来人（みずみくにん） 

・特）みんなのセンターおむすび

・無料学習支援教室ミンゼミ 

・物づくりを考える会 

・有）山本工務店 

・要支援高齢者の尊厳を実現するネットワーク 

・老後をよくする“ひまわり”

・渡辺建築設計事務所 

・特）ワーカーズコープ 

・特）ワンダフルキッズ 

・特）ＡＥＤ無料設置普及推進協議会 

・特）A.P.F.S 

・福）JHC 板橋会 

・K・Cafe 

・有）ＭＡＲＵＳＡＮ

〈板橋区外〉    

・特）ＥＣＯＭ（エコム） 

・特）いろはリズム 

・株）アメディア（見聞サポート） 

・福）視覚障害者支援総合センター（依頼中 

・特）市民科学研究室 

・私の畑生活学校 

・生活協同組合コープみらい 

・一社)協同総合研究所 

〈全国団体等（区外）〉 

・日本公民館学会 

・日本 ESD 学会 

・世界盲人連合アジア太平洋地域協議会(依頼)ひさや 

201９年２月５日現在、約１５０団
体が参加の意向を示しています。
賛同いただける団体はお申し込み
ください。 




