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★ おかげさまで、東京 CPB は設立から 10 周年を迎えます！！
2013 年 9 月に『10
月に『10 周年記念行事』を予定。みんなでお祝いしましょう！！
★ 東京 CPB 第 10 回通常総会は 6 月 8 日（土）14
日（土）14 時から開催します。
から開催します。
場所：世田谷区宮坂 あ
生活クラブ館（小田急線経堂駅下車
3 分）
n あなたのあ
議案書を送付しますので出席お願いします。出席できない場合は委任状をお送り下さい。
★ 融資報告：
融資報告： ①特定非営利活動法人 エコメッセ

②一般社団法人 JEAN

★ 活動報告： 中学生に『お金の授業』
中学生に『お金の授業』/
/ アースデイ２０１３
/
アースデイ２０１３出展
２０１３出展
10 周年記念プレイベント『
周年記念プレイベント『コミュニティパワー・カフェ 』など
★ ホームページが新しくなりました！：http://www.tokyo
ホームページが新しくなりました！：http://www.tokyohttp://www.tokyo-cpb.org/

あなたのお金が市民事業を支えています～融資報告①
あなたのお金が市民事業を支えています～融資報告

６基目の
（特非）エコメッセが、
市民発電所を開設
～太陽光パネル設置費用の
一部を融資～
東京都内 16 店舗でリユースショップを運営
し、
「自然との共生」を最優先したまちづくりをす
すめる（特非）エコメッセは、設立 10 周年を記
念して太陽光発電による市民発電所を計画。
１１・５ｋｗのパネル購入の資金一部を東京
CPB が融資しました。
環境に負荷をかけない循環型社会を目指し、自
然エネルギーを推進している（特非）エコメッセ
は、今まで収益の一部で練馬区、八王子市などに
5 基の市民発電所を開設してきました。
10 周年を記念した６基目の市民発電所は、世
田谷区にある高齢者施設「生活クラブ・ケアセン
ター世田谷」の屋根に設置。災害等の停電時には
このケアセンターで電気を使うことができます。
ケアセンター世田谷建設の際も、東京 CPB が資
金の一部を融資していますが、今回の連携にも貢
献することができました。

4 月 15 日午前１０
日午前１０時
１０時
エコメッセ市民発電所
エコメッセ市民発電所、
市民発電所、発電開始！
発電開始！
日当たり抜群の「生活クラブ・ケアセンター世田谷」
屋上。
左がケアセンターを運営する「社会福祉法人 悠遊」の
鈴木礼子理事長。
右が（特非）エコメッセの大嶽貴恵理事長。

●融資日：201３年３月 28 日●融資金額：100 万円
●金利：2.5%●返済方法：元利均等返済●期間１2 か月

あなたのお金が市民事業を支えています～融資報告②

一般社団法人 JEAN に融資
「美しい海をこどもたちに」をミッションに、全国
の海岸清掃活動をまとめ、海洋ごみの調査とゴミ削減
の啓発活動を行っている一般社団法人 JEAN(以下、
JEAN)が、環境再生保全機構から受託した「東日本大
震災に伴う洋上漂着物に係る日米 NGO 連携推進・調
査及び国内への情報発信事業」に係るつなぎ資金を融
資しました。
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で、サッカーボ
ールや大量の漁具がアメリカの海岸に漂着したことが
ニュースになりました。

JEAN の特徴は、「ごみのデータを世界共通の方
法でとる」こと。散乱しているごみを種類別に数を
調べごみの実態を把握。蓄積したデータを公開し、
ごみ削減を訴えています。
美しい海を取り戻し危険なごみから動物たちを守
るために、国内外の多くの NGO、NPO と連携し海
洋ごみ問題に取り組んでいる JEAN の活動を評価
し、つなぎ融資を決定しました。

この漂着ごみの問題に、政府間だけでなく民間レベ
ルでも連携して取り組み、日米の NGO による調査活
動、現地住民との清掃活動、ワークショップなどで、
漂着ごみ問題の解決につなげていくという事業です。

リング状のプラス
チックが口にはま
り、死んでしまった
絶滅危惧種ハワイ
アンモンクシール
（ 写 真 JEAN
website より）

蓄積されたデータを用いた JEAN によるロビー活動によって、2009 年 7 月、
超党派の議員立法による「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好
な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」（略称：
海岸漂着物処理推進法）」が制定されました。

●融資日：201３年 4 月 2５日

●融資金額：３０0 万円 ●金利：2.5% ●返済方法：元利一括返済

中学校で『お金の授業』

●期間 2 か月

～八王子・日野～

八王子市と日野市の中学 3 年生に「お金の授業～おカネにつ
いて考えよう」を行いました（２月～３月）。

班ごとに意
見を発表。

環境問題も社会問題もお金の問題、と知るなかで、私たちは
お金の使われ方に無頓着だった、お金の使われ方、使い方につ
いて学んでこなかったと反省しました。その経験が東京 CPB
設立の動機の一つにもなっています。
お金の役割って何？人びとの暮らしを豊かにするのがお金
の役割では？豊かさって何？いつか子どもたちと考えてみた
いという思いが実現する事になりました。
都内各地の小中学校で「食」や「環境」の授業を行っている
NPO 法人コミュニティスクールまちデザイン（CS まちデザ
イン）http://cs-machi.com/
との連携で、坪井理事長、
吉田副理事長が授業を担当しました。

将来の夢、暮ら
したい社会に
ついて考えた

詐欺に騙されないよう消費者としての知識を学んでほしい、と
いう先生のリクエストで、最初にクレジットカードの被害など若者に
多いトラブルを学び、その後「お金について考える」ワークショッ
プを行いました。
自分の夢を実現するために、暮らしやすい社会にするために、
どんなお金の使い方をすればいいのだろう・・・。
クレジット被害のことははじめて聞いた、話し合いでみんなの
意見を聞くのが楽しかった、と感想をいただきました。

東京 CPB 10 周年記念プレイベント
周年記念プレイベント 2013 年 4 月 6 日

コミュニティパワー・カフェ「プロボノが支える NPO バンク～こうして市民金融は生き残った」
バンク～こうして市民金融は生き残った」
東京 CPB 存続の危機！？
「21 世紀を市民の世紀に」を目標に、東京コミュ
ニティパワーバンク～東京 CPB～を 2003 年に設
立。市民の出資金を原資に市民事業に低利で融資を
するしくみを作りました。
ところが、「出資」と「融資」のそれぞれの法律が
強化されることになりました。背景には、様々な金
融商品による消費者被害や、多重債務を苦にした自
殺の増加があります。
ゲストの公認会計士加藤俊也さん
加藤俊也さん（写真左）と弁
加藤俊也さん
護士木下万暁さん
木下万暁さん（写真右）とともに、NPO
バ
木下万暁さん
ンクの 5 年間の闘いを振り返りました。

「全国 NPO バンク連絡会」結成
しかし、東京 CPB は非営利の市民金融。
営利金融を取り締まる法律から非営利金融は除外
してほしいと全国の市民金融＝NPO バンクが結束
して運動しました。
この時結成された「全国 NPO バンク連絡会」には
プロボノの弁護士、公認会計士など専門家も参加
し、省庁対応や政治家へのロビー活動など精力的に
行い、ついに 3 つの適用除外を勝ち取り、NPO バ
ンクは存続することができたのです！！

～

プロボノって？
プロボノに関わるようになったきっかけについ
てお聞きしました。おふたりとも多感な青年時代
の体験や出会いが原点になっているとのこと。
以来、本業の専門性をさまざまな社会運動に提供
しておられるおふたりです。

さぁ！いよいよカフェのはじまり

～

「プロボノ」をテーマに対話は白熱！！
専門性だけがプロボ
専門性だけが プロボ
ノじゃない

ワークライフバ
ランスも大事

寄り添って
力づけよう
力づけよう

プロボノで
視野が広がる
が広がる
視野

こころざしのおかね（カフェに
カフェに参加して
参加して）
して）
東京ＣＰＢ
東京ＣＰＢなら
ＣＰＢなら「
なら「預けて安心
けて安心！？」
安心！？」と
！？」と、のほほんとして
おりましたが、
、その間
おりましたが
その間に、金融商品取引法などの
金融商品取引法などの規制
などの規制のカ
規制のカ
ベと闘
ベと闘ってきたご苦労
ってきたご苦労と
苦労と、ＮＰＯバン
ＮＰＯバンクが
バンクが生
クが生き延びてこら
れた陰
れた 陰にプロボノによる支援
にプロボノによる支援があったことを
支援 があったことを初
があったことを初 めて知
めて 知 り
ました。
ました。のほほんとしていてごめんなさい。
のほほんとしていてごめんなさい。
ゆくゆくは配当
ゆくゆくは配当があったらもう
配当 があったらもう少
があったらもう 少 しＮＰＯバンクが
ＮＰＯ バンクが広
バンクが 広
がるかもしれないとも思
思いましたが、
がるかもしれないとも
いましたが 、専門家のお
専門家のお二人
のお二人か
二人 か
ら、沖縄問題やハンセン
沖縄問題やハンセン氏病
やハンセン氏病との
氏病との出会
との出会いがプロボノ
出会いがプロボノ活動
いがプロボノ活動の
活動の
原点にあると
原点にあると伺
にあると伺って、
って、目先の
目先の経済ではなく
経済ではなく、
ではなく、まずは「志（こ
ころざし」
ころざし」なのだと感
なのだと感じました。
じました。やっぱり「
やっぱり「志金」
志金」です。
です。
東京 CPB 会員 下釜芳江（
下釜芳江（調布市）
調布市）
（写真右が下釜さん、左は坪井理事長）

事務局★土井彩

体当たり
雨ニモ負
ニモ負ケズ･･・

レポート

がんばる土井彩
がんばる土井彩

アースデイ東京 2013 に出展しました!
に出展しました!
東京が真冬並みの寒さと激しい雨に見舞われた 4 月
20、21 日。代々木公園でのアースデイに参加しました。
いつも東京 CPB を応援してくれる「国際青年環境
NGO A SEED JAPAN・エコ貯金プロジェクト」の
「口座が変われば世界が変わる」ブースに、マイクロフ
ァイナンス機関への投資を行っているオイコクレジット
・ジャパンさんと共に出展させていただきました。隣接
する中央労働金庫さんも一緒に、
“社会的金融”をアピー
こちらは
ルしました。
A SEED JAPAN
エコ貯金
エコ貯金ブース
貯金ブース
たくさんのＮＧＯ、ＮＰＯなどが出展している、アー
スデイ。訪れた先のブースでも、東京ＣＰＢの話をする
とお金に意志を持たせる話で盛り上がったり、
「借りたい
」というＮＰＯがいたり。
生活クラブの組合員だけれど、こんな活動に発展して
いるとは知らなかったという方あり、熱心に話を聞いて
くれ、共感してくれる若者もあり。たくさんの方との出
会い、交流がありました。

悪天候の中でもアースデイの盛り上がりには、環境や
ソーシャルな活動の広がりを感じ、真冬装備でも心は熱
く、明日への元気のもとをたくさんもらった二日間でし
た。
事務局 土井彩

出資・増資について
東京ＣＰＢに出資したいという方を紹介してください。資
料・加入申込書等お送りします。
増資をご希望の方も、ご連絡をお待ちしています。

実績表

2013 年 3 月 31 日現在

◆会員数・出資金
◆個人会員数：5５５名 ◆団体会員数：４６団体
◆出資金：9,2８５万円

サポート会費について
低金利で社会的事業に融資をする東京 CPB は、皆様か
らのサポート会費で運営しています。
ご協力お願いいたします。
(一口千円とさせていただいています)
口座名義：東京ＣＰＢ(トウキョウシーピービー)
郵便振替口座：00160-2-684397

◆融資・社会的投資(2012 年度)
◆融資件数：９件

◆融資残高：1,844 万円

◆累計融資件数：52 件

◆融資累計額：２億 33 万円

社会的投資額：2,300 万円

◆サポート会費ありがとうございます！
団体：3 件 個人：6７名 計 1,471,000 円

東京 CPB 第１０会総会は、
１０会総会は、6
会総会は、6 月 8 日午後 2 時より。ご参加ください！！
時より。ご参加ください！！
総会に先立って、恒例の融資先活動報告を、社会福祉法人悠遊の鈴木礼子理事長にしていただきます。
長年、西東京市を中心に訪問サービス、支援サービス、デイサービス、グループホ－ムなどを運営してこ
られましたが、このたび世田谷区に新たな高齢者のグループホームと小規模多機能ホームを作りました。
開設から半年経った融資先「生活クラブ・ケアセンター世田谷」のいまをお話いただきます。

