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秋の公園とリユースショップを楽しもう！

～ 志金循環ツアー（融資先訪問ツアー）のおしらせ ～
日時：2015
日時：2015 年 11 月 21 日（土）
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13：30

雨天決行

皆さまの“志金”が活かされている現場をみて納得していただく「志金循環ツアー」
。今回の訪問先は、
「（特非）杉並アヤックスサッカークラブ」と「（特非）環境まちづくり NPO エコメッセ中野店」。
杉並区井草森公園で、サッカー場用のニューハイブリッド芝「エクストラグラス」の敷設現場を見学し、
その後、開店 1 周年を迎えたエコメッセ中野店を訪問します。
そろそろ紅葉の季節、自然豊かな公園の一角で新技術に挑戦する NPO のお話を聞き、その後は剰余金を環
境活動に生かしているリユースショップでお買い物を楽しみましょう。皆さまのご参加お待ちしています！
スケジュール：

10：30： 西武新宿線 井荻駅集合
10：40： 杉並区立井草森公園
杉並アヤックスサッカークラブ事業状況説明

12：00： 西武新宿線 新井薬師駅 着
12：05： エコメッセ中野店 事業状況の説明
昼食（商店街で、実費負担）
エコメッセ中野店見学 買い物
13：30： 解散予定
参加費：東京 CPB 会員 300 円
一般 500 円、昼食費（900 円程度）
申し込み先：東京 CPB E-mail：comｍunity‐fund@r2.dion.ne.jp

第 12 回通常総会報告（2015 年 6 月 20 日）

副理事長 小山美香

2015 年、東京 CPB は第 12 回の総会を迎えまし
た。出席者 18 名、委任状 195 名で、総会は成立。
すべての議案が無事承認されました。
若者支援はぜ
ひ進めていた
だきたいです。

会員の皆さまには、既にお届けした議案書でご確
認いただいたことと思いますが、2014 年度は新し
い融資のしくみを検討し、
「東京 CPB100％ともだ
ち融資団」を新設。2 件の融資を実施することがで
きました。

2015 年度は役員の改選があり、新たな理事も迎
えての出発となりました（次々ページをご参照くだ

ACT・人とまちづくり
香丸理事長（中央） と
エコメッセ重田副理事長（左）

さい）
。第 3 次中期計画（2014～19 年度）をもと
に活動をすすめ、社会状況の変化に対応できる東京
CPB であるために、さらに新たな融資制度の検討
と実践に取り組んでいきます。

通常出資とは別に、特定の団体への融資枠「
（団
体名）100％ともだち融資団」をつくり、その団体
が必要な出資金を集めて東京 CPB が融資をします。
目に見える形で志金を回すことができ、出資者から
は今まで以上に地域にお金を生かしている実感が
持てる、また融資した団体からは、低金利で借りら
れるメリットと応援団がいて心強い、と評価をいた
だきました。

お暑いなか、ご参加ありがとうございました

あなたの銀行は何点？

～ 新しい銀行の格付けのしくみ
「Fair Finance Guide」について ～
報告：副理事長 植田泉
東京 CPB 出資者の皆さまは、自分のお金を直接的に社会に役立てた
いというお気持ちから出資をして下さっていると思います。
しかし意義あるお金の使い方をしたいという方でも、銀行等に預貯金

世界 8 カ国の銀行を
同じ指標で評価します。
同じ指標で評価します

をして運用しているのも現実です。そしてその銀行等が莫大な預貯金を
どのように運用しているか、つまり私たちのお金がどのように使われて
いるかは一般的にはわかりません。口出すすべもなく、確かめる方法も
ないというのが現実です。
そういう課題を少しでもわかり易くする方法として、
「Fair Finance
Guide」という新しいしくみができました。2015 年度総会で、創設者の
ひとり、国際青年環境 NGO A SEED JAPAN 代表の土谷和之さんにお話
をお聞きしました。
「Fair Finance Guide」は簡単に言えば、各銀行の社会
土谷さんの資料より

Fair Finance Guide の目的

性分野についての通信簿です。銀行がどういうところに投融資
しているかを点数制で評価し、それに基づいて銀行への意見を
出すとか、預け先を変えるとか、自分たちの意志を銀行に伝え

①銀行の社会性を「格付け」
（「気候変動」「人権」等13テーマ別・各テーマ10点満点）

ていこうというしくみです。自然環境・人権・兵器産業・食な
②預金者が、どの銀行がよりフェアな方針を
掲げているかを知る

ど 13 テーマ 228 項目に対しての点数がついています。

⇒銀行へのメッセージ、預け替え行動など

③銀行のＣＳＲに「良い競争」が生まれる
⇒よりフェアな投融資方針の策定と公開

④社会問題につながるお金の流れを変える

とても興味深い評価方法ですが、残念ながら日本の銀
行はまだ各分野での点数（評価）が高くなく、世界レベ
ルとはかなりの差がついています。自分の銀行の評価が
満足できない場合はその銀行への意見・希望を書いて送
りましょう。私は、2 つの銀行に「環境破壊をする企業に

130 点満点中、

は融資しないで下さい」
「人権を侵害する企業には投融資

最高はみずほの 29 点

しないでください」と意見を出しました。
皆さんが預金している銀行の点数はどうでしょうか？ぜひ、
「Fair Finance Guide」で検索してみて
ください。http://fairfinance.jp/
市民の声を銀行へ届けてお金の流れを変えていこう、社会問題をなくすために小さな声をあつめよう、
というこの世界的なキャンペーンに、あなたも参加してみませんか。
2015 年度もサポート会費をありがとうございます！
年度もサポート会費をありがとうございます
皆さまのご支援に感謝をこめて、お名前を掲載させていただきました。

平井千代子様、石川紀様、辻利夫様、小島洋子様、柳本悦子様、菊地規子様、上坂胡桃様、平尾ななお様、
南雲玲子様、神津真紀子様、直江和子様、小松久子様、中西佳代子様、吉田恵美子様、早川昭久様、村上俊一様、
加藤節子様、道下明子様、福田恵子様、丸谷和子様、小野寺京子様、小沢幸子様、中嶋直子様、遠藤寿子様、
麻生純二様、小口陽子様、名和三次保様、田辺雪子様、山口美紗子様、饗庭寿夫様、石山佳奈様、塚本良枝様、
佐々木庸子様、樋口蓉子様、碇屋はま子様、鈴木礼子様、高橋晃子様、勢〆いつ様、小島恵伊子様、小林和代様、
松原和子様、菊地ユリ子様、小柳智恵様、重田益美様、飯塚真利子様、小野塚彩様、岡田佳子様、土井彩様、
浅野幸子様、池口葉子様、植田泉様、倉田禎子様、小山美香様、佐々木貴子様、庄妙子様、吉田由美子様、
佐藤美登里様、浅野澄子様、菅田恵美子様、工藤春代様、生活クラブ生協様、他 2 名（2015 年 8 月 31 日現在）

あなたのお金が NPO の活動を支えています

～東京 CPB 融資報告～

一般社団法人

日本再生可能エネルギー協会
http://www.jrep.or.jp/
（新宿区）
＜主な事業＞
再生可能エネルギーの普及拡大を目的とし、日本の再生可能
エネルギーの事業者団体と協力して調査研究、政策ロビー、
国内外での再生可能エネルギー普及・事業化の支援・助言

第一回研修会
主旨説明とワークショップ

＜融資内容＞
農林水産省 平成 27 年度農山漁村 6 次産業化対策事業
（農産漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業）
つなぎ資金

●融資日：2015 年 7 月 20 日

●融資金額

1000 万円●金利：1.5% ●返済方法：元利一括返済

大谷いのちをつなぐ田んぼの会

（事務局

●期間 10 か月

自然環境復元協会：新宿区
自然環境復元協会：新宿区）
：新宿区）

http://ikimonotambo.com/project/13http://ikimonotambo.com/project/13-14/birds/（いきものたんぼプロジェクト）
14/birds/（いきものたんぼプロジェクト）

＜主な事業＞
宮城県気仙沼地域の、地元集落の農業有識者と連携し、さらなる自然、景観の促進、及び美しい村づくり
と雇用をつくることを目的とする。
＜融資内容＞
農林水産省「都市農村共生・対流総合対策交付金」事業
つなぎ資金

子どもたちの
田植え体験

冬みず田んぼの管理体験の様子

●融資日：2015 年 7 月 27 日

●融資金額：150 万円 ●金利：1.5% ●返済方法：元利一括返済

●期間 10 か月

新任理事を紹介します。よろしくお願いします！
新任理事を紹介します。よろしくお願いします！

理事 田中のり子さん
田中のり子さん

理事 菊地靖枝さん
菊地靖枝さん

（生活クラブ生協・副理事長）
（生活クラブ生協・副理事長）

はじめまして、東京 CPB 理事になりました田

（東京・生活者ネットワーク運営委員）

はじめまして、新任理事の東京・生活者ネッ

中です。私は生活クラブ東京の副理事長として、

トワーク運営委員の菊地靖枝です。今年の 5

環境関連の石けん、再生可能エネルギー、協同

月までの 2 期 8 年、練馬区議会議員として活

村などの担当をしています。

動していました。

市民金融については未知の部分がたくさんあ

地域で必要なしくみを市民が作っていくこ

りますが、融資を通して今の社会の状況が垣間

とで、人の交流が生まれ、地域は活性化し、豊

見えるような気がします。

かになっていくのだと思います。

東京 CPB がもっと認知され、地域で活動して

市民の意思あるお金によって、市民の活動が

いる人たちにとって頼りになる存在であり続け

広がっていくことを願い、それを支える東京コ

られるよう、努力してまいりますのでどうぞよ

ミュニティパワーバンクの一端を担えるよう

ろしくお願いいたします。

努めていきます。よろしくお願いします。

総会で承認された、2015
2015 年度～2017
年度～2017 年度の役員は以下のとおりです。
年度の役員
どうぞよろしくお願いいたします。
理事：坪井眞里（理事長）
・植田 泉（副理事長）
・小山美香（副理事長）・田中のり子（副理事長）
理事
浅野幸子・池口葉子・菊地靖枝・倉田禎子・佐々木貴子・庄妙子・吉田由美子
監事：遠藤寿子・丹野章子
監事
顧問：金岡良太郎・林泰義
顧問

実績表
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。

2015 年 8 月 31 日現在

◆会員数・出資金
◆個人会員数：601 名 ◆団体会員数：47 団体
◆出資金：1 億 515 万円

◆融資・社会的投資(2015 年度)

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)

◆融資件数：2 件

◆融資残高：2,652 万円

◆累計融資件数：68 件

◆融資累計額：２億 9,613 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：1 件 個人：62 名 計 1,381,000 円

