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新年 明けましておめでとうございます
日頃より、ご支援・ご協力をいただきましてありがとうございます。
東京 CPB は設立 16 年目を迎えて、2019 年 11 月末で、
融資件数累計 100 件、融資総額 5 億円を超えました。皆さまのご
支援の賜物と感謝いたします。
今後も地域に相互扶助の新しい経済の循環をつくり、人が大切にさ
れる社会の実現をめざして活動を進めていきます。今年もよろしくお願いいたします。
東京 CPB 理事長
植田 泉

東京 CPB 第 16 回通常総会報告

さらなる広がりをめざして

新中期計画を決定

6 月 15 日（土）東京 CPB 第 16 回通常総会が開催されました。出席者 27 名、委任
状 245 通で会員総数 678 名の 1/10 の規定数を満たしていることを確認し、議長・書
記・議事録署名人を承認後議事審議に入りました。
今回は第 3 号議案第 4 次中期計画（2019～2023）についての質問・意見が主でし
た。これからの東京 CPB の方向性について議論を行い、評価が高い『100％ともだち
融資団』をより広めるための工夫、テーマを絞った個人向け融資の検討、起業時の出資・
融資のしくみ、等について、質疑応答がされました。
第６号議案では役員改選が提案され、新任として正木美穂（東京・生活者ネットワー
ク）理事が加わりました。第１号議案から第６号議案まで満場異議なく承認されました。
今回は初めて総会出席するという会員も多く、議事終了後はそれぞれの方の CPB へ
の想いや地域で取り組んでいる活動などについて話し交流を深めました。
正木新理事のあいさつ
はじめまして、理事に就任いたしました東京・生活者ネットワー
ク運営委員の正木実穂です。東京 CPB の取組みは生活クラブの仲
間として認識していましたが、自分が理事としてかかわるとは夢に
も思っていませんでした。意志ある貴重なお金を、必要とする団体
に融資することによって、人と人がつながる地域の活動が元気に進
んでいくように、東京 CPB の一員として努めてまいりたいと思い
新理事 正木実穂さん

ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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貸出金利を改定しました

2019 年 10 月より

市民の志金を地域で循環させ、地域を豊かにするのが東京 CPB の使命です。
近年 NPO・社会的市民事業等に融資する政府系金融機関や信用金庫等が増え、また市中金利の低下で
東京 CPB の金利の優位性を示すことが難しくなってきました。これまでも状況を鑑み理事会決定で金利
変更を行ってきました。金利収入を増やすことが目的ではなく、出資者の想いを必要な事業に活用してい
くことが第一なので、金利を改定し融資先を広げることをめざします。お知り合いにアピールください。

新金利

通常融資：1.0％/年（旧金利 1.8） つなぎ融資・ともだち融資団：0.8％/年（1.5）
100％ともだち融資団

年

2019
年度
nenn

0.5％/年（1.3）

志金循環ツアーのご案内

NPO 法人こすもすが、2019 年 4 月に開設した就労継続支援 B 型事業所のパン屋・カフェを訪問し
ます。(事業詳細は P.3)利用者さんの働く姿を垣間見つつ、美味しいパン・コーヒーをいただきます。
日

時：2020 年 2 月 20 日（木）

午前 10：30～12：30

集合場所：JR 横浜線 片倉駅 または 京王電鉄

京王片倉駅 午前 10：30

各駅から徒歩 5 分 駅前で待ち合わせです。どちらの駅でも結構ですが、事前にご連絡ください。
お申込・お問い合わせは、

「志金循環」を実感！

東京 CPB に 2 月 10 日までにお願いします。

～NPO 法人 VIVID への志金循環ツアーに参加して～
会員：樋口蓉子

ーに参加して～

2018 年 11 月９日、志金循環ツアーに参加して、VIVID
「フレッシュスタート目白」を見学してきました。代表の池
田敦子さんの長年の活動の結実として一度訪れたいと思っ
ていた矢先の企画でした。それと、私の身近な友人が最近高
次脳機能障害を抱えるようになって関心を持つようになっ
たこともあります。

目白駅から徒歩 10 分の大通りに面した場所で、通りに面してリユースショップ（地域の方々
から寄付されたものを販売）があり、奥が作業所・事務スペースになっていました。思ってい
たより広いスペースで整理整頓ができていて、夕方でしたから利用者の方はおられませんでし
たが、いつもは利用者の方々が作業や交流の場として使われているとのこと。４月開所以来半
年の事業報告をお聞きしました。
就労継続支援 B 型事業所は６割が新宿区民であることが
運営費補助の条件とか。課題はまだいろいろあるようでした
が、お話から池田さんはじめスタッフの意気込みが伝わって
きて心強く思いました。雨模様の夕方からの見学でしたが、
何か暖かいホッとするひと時を過ごすことができました。
「１００％ともだち融資団」に参加して応援してきた一人と
して、文字通りの「志金循環」を実感することができました。
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～2019 年度

融資団体報告会～

団体同士もお互いに刺激を受けて有益
毎年総会時には、その前年の融資先１つに活動報告を行って頂いてきましたが、2019 年度は近
年の融資先４つの団体にご報告をいただきました。
それぞれ業種も違い進捗状況も異なることから、団体同士としてもお互い刺激を受けることもで
きたようです。聞く会員側もそれぞれの特徴を捉える良い機会となりました。
今後毎年でも報告をして関係性を深めたいと言って下さる団体もあり、これからも積極的に機会
を設けていきたいと思います。

【（特非） VIVID】（代表理事 池田敦子さ

【企業組合

あうん】（代表理事 荒川茂子さん、理

ん、事務局長 岡本朋美さん）

事 若畑省二さん）

就労継続支援 B 型事業所「フレッシュス

リサイクルショップ運営は、個人のネット販売や海

タート目白」が１周年を迎えた。利用者が

外製家電の影響を受けている。東京と千葉の生活クラ

増え、仕事内容もリユースショップ運営、

ブ生協と連携しての家財整理・片付け事業も進めてい

緑化事業、ペット用クッキー製作、ビーズ

る。今年から、地域住人から持ち込まれた段ボールや

小物製作と広がり利用者の工賃は大幅に

古着の資源を買い取って、その資金を生活困窮世帯支

予測を超えるようになりモチベーション

援や地域の交流拠点カフェ

も上がっている。利用者確保の難しさ、補

運営に回す「しげんカフェ」

助金改定など団体としての経営はいまだ

を始めた。

厳しいが、改善されてきた。

しげんカフェは、あうんだ

【（株）フェスティナレンテ】

けでなく各地に広げるよう
に働きかけていく。

（代表 影山知明さん）
西国分寺のクルミドコーヒーに続き、
2017 年国分寺に胡桃堂喫茶店を開店。飲

あうんのリサイクルショップ

食業界は厳しい。初年度からの成長率は
20％、来客数 90 人/日。地産地消の食材と

【（一社）

して地元の野菜（コクベジ）も使っている。
大切な思いを持っている本を各自持ち寄り

全国ご当地エネルギー協会】
（事務局長 櫛渕万里さん）

地域主導型の自然エネルギー事業に取り組む個人・

売る古書店部分で本の循環を図っている。地

組織をネットワークしている。2018 年の相談 102

域通貨「ぶんじ」を使ってのぶんじ食堂も地

件のうち、太陽光発電が 57％、小水力が 21％、バイ

域と連携して行っている。

オマス 11％、バイオガス 9％だった。地方の場合金
融サポートがなく苦労している。
FIT（固定価格買い取り制度）
の打ち切り問題が注目されて
いるが、今後は自家消費型モ
デルを勧めていきたい。

胡桃堂のテイクアウト用カウンター
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あなたのお金が、まちづくりＮＰＯの活動を支えています～融資報告～
●特定非営利活動法人

杉並アヤックスサッカークラブ（杉並区）

＜主な事業＞ サッカースクール運営、サッカー・ラグビーピッチ・
学校等の芝生管理、ハイブリッド芝の紹介導入事業
＜融資内容＞

痛んだ芝生の補修作業用ロール状芝生の敷設機械(ア

メリカ製）導入費用
融資金額：400 万円 ・元利均等返済 ・金利 1.8％
・期間

60 ヶ月

2018 年 9 月融資実行

ハイブリッド芝を説明する杉澤代表

あなたのお金が、まちづくりＮＰＯの活動を支えています～融資報告～
● 認定特定非営利活動法人
＜主な事業＞

まちぽっと

（新宿区）

市民参加の持続可能な社会づくり、豊かな地域社会づくりに関する政策提案。自主的

な市民活動推進のための中間支援
＜融資内容＞ 国土交通省

「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」受託のつなぎ資金

融資金額 200 万円 ・元利一括返済 ・金利 1.5％

・期間 3 ヶ月

2019 年 3 月融資実行

あなたのお金が、福祉ＮＰＯの活動を支えています～融資報告～
●特定非営利活動法人

こすもす

（八王子市）

＜主な事業＞ 障がいのあるなしに関わらず「共に働く」形でのパン屋・カフェの運営
＜融資内容＞就労継続支援 B 型事業所開設に当たり障害福祉サービス給
付金(2 ヵ月遅れ)が給付されるまで及び利用者安定までの運転資金
融資金額：300 万円 ・元利均等返済（元金返済 1 年据置）
・金利 1.5％（ともだち融資団） ・期間

60 ヶ月

2019 年 7 月融資実行

あなたのお金が、社会福祉法人の活動を支えています～融資報告～
● 社会福祉法人

悠遊

（西東京市）

＜主な事業＞ 生活クラブ生協の組合員の寄付により 26 年前に設立された社会福祉法人。一人ひと
りが人間としての尊厳を保ち、自分らしく暮らすことができるよう支えることを理念として、西
東京市・世田谷区・中野区で認知症対応グループホーム、小規模多機能型居宅介護、デイサービ
ス、訪問介護、定期巡回型訪問介護の事業を運営。
＜融資内容＞
中野区江古田の新施設開設に伴う運転資金
融資金額：1000 万円 ・元利均等割賦返済
・金利 0.8％ ・期間 60 ヶ月
2019 年 11 月融資実行

新施設：安心ケアセンター・悠遊えごた
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あなたのお金が、環境ＮＰＯの活動を支えています

～融資報告～

以下 7 事業事務局： 認定 NPO 法人自然環境復元協会（新宿区）

●宇都宮農村交流プロジェクト協議会
＜主な事業＞ 宇都宮市上河内地区の食・文化・自然を活かした着地型旅行商品の開発
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業のつなぎ資金
融資金額：250 万円 ・元利一括返済 ・金利 1.5％

・期間 8 ヶ月

2018 年 9 月融資実行

●松崎町半農半 X 促進協議会
＜主な事業＞ 静岡県松崎町での棚田保全・農泊とテレワーク等を繋げた長期滞在型研修プログラムの開発
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業のつなぎ資金
融資金額：622 万円 ・元利一括返済 ・金利 1.5％

・期間 8 ヶ月

2018 年 9 月融資実行

●道志村農泊体験協議会
＜主な事業＞ 山梨県道志村のマウンテンバイクトレイル整備、間伐体験などを組み合わせたアドベンチャ
ープログラム開発
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業のつなぎ資金
融資金額：650 万円 ・元利一括返済 ・金利 1.5％

・期間 8 ヶ月

2018 年 9 月融資実行

●長柄町林業体験型宿泊推進協議会
＜主な事業＞

千葉県長柄町での杉の伐倒から建築までのログハウスづくり体験プログラムとその後の移

住または 2 地域居住促進事業
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業つなぎ資金
融資金：1000 万円 ・元利一括返済 ・金利 1.5％

・期間 ８ヶ月

2019 年 9 月融資実行
長柄町農村交流センターログハウス

●たかす農泊実施協議会
＜主な事業＞ 岐阜県郡上市高鷲地区での踊りの文化、特産大豆の食文
化、山岳信仰などの自然環境を活用した滞在型体験プログラムの開発、
それに伴い自然環境保全・地域経済活性化
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業つなぎ資金
融資金額：996 万円 ・元利一括返済 ・金利 1.5％ ・期間８ヶ月
2019 年 9 月融資実行

●石川町農泊実施協議会
＜主な事業＞ 福島県石川町での地元の温泉、鉱山、農園 Café 等と連
携した滞在型体験プログラムの開発
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業つなぎ資金
融資金額：992 万円 ・元利一括返済 ・金利 0.8％ ・期間 6 ヶ月
2019 年 11 月融資実行

●石巻みらい農泊実施協議会
＜主な事業＞ 宮城県石巻市の水産資源を活かし、レストラン、漁師、震
災語り部と連携した滞在型体験プログラムの開発
農村 Café やい子ばあちゃん
（石川町）

＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」受託事業のつなぎ資金
融資金額：1000 万円 ・元利一括返済 ・金利：0.8％ ・期間 6 ヶ月
2019 年 11 月融資実行
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4 月 6 日（土）
NPO 法人 VIVID
フレッシュスタート目白 1 周年イベント
融資先訪問

4 月 20・21 日（土・日）
【アースデイ東京 2019】 出展

11 月 20 日（水）

法政大学

生活クラブ生協寄付講座 講師登壇

9 月 21 日（土） 社会に優しいお金の預け方

東京 CPB 活動紹介と模擬「市民審査委員

～賢い市民の家計ポートフォリオとは～

会」体験

実績表

講師として登壇

2019 年 11 月 30 日現在

◆会員数・出資金
◆個人会員数：

603 名 ◆団体会員数：50 団体

◆出資金：1 億 1150 万円

◆融資・社会的投資(201９年度)
◆融資件数：7 件

◆融資残高：５５８８万円

◆融資累計額：5 億９６3 万円

◆累計融資件数：100 件

社会的投資額：2300 万円

◆サポート会費ありがとうございます！（2018 年 9 月～2019 年 11 月現在） 敬称略
団体：2 件 個人：67 名
計 160 万８千円
石黒久美子、萩原春代、石山佳奈、工藤春代、麻生純二、村上俊一、早川昭久、上坂胡桃、柳本悦子、岡崎圭子、
重田益美、西田恭子、名和三次保、平井千代子、堀内八千代、馬場節子、樋口蓉子、小口陽子、加藤節子、本多
文子、丸谷和子、岡田直子、菊地規子、堀本良枝、山口美紗子、渡部真実、小林和代、君和田紀子、大谷逑子、
藤澤和美、津金恵美、林周子、佐々木庸子、池田敦子、奥田雅子、土井彩、岡本朋美、金尾敏恵、相原光子、菊
地靖枝、小柳智恵、小山美香、庄妙子、田中のり子、土田さち子、吉田由美子、遠藤寿子、饗庭寿夫、佐藤美登
里、永嶋和子、廣松和子、貫井公子、神津真紀子、細野かよこ、福田恵子、髙井浩子、山田さち子、田辺雪子、
佐々木貴子、赤堀ひろ子、八木昭子、生活クラブ生協・東京、一志敦子、田原てる子、菊地ユリ子、中田京子、
町田たすけあいワーカーズ、
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