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代表挨拶

皆繋(みなつなぎ)

 

地域共助のイノベーションを図り、⼦どもに

希望を⼤⼈には休息、シニアには社会参画を

提供する。

社会の総合的な豊かさを図れるように活動し

ています。

�

「君のそばに、君がそばに。」

 ひとりぼっち にならない 社会の実現を

※ICSこみゅすぽ居場所⾵景

 2018年度の活動に参加協⼒頂きました皆様、活動資⾦をご寄
付下さいました皆様には⼤変お世話になり、感謝申し上げま

す。お陰様で、たくさんの⼦どもに⽀援することが出来まし

た。ICS事業では、⼦どもの⽀援を中⼼に、地域交流視点とし
て、交流⼈⼝約1000⼈という結果となり、1年⽬の活動として
は及第点に達したのではないかと判断しているところです。

 イベントとして、時々⼦ども⾷堂をするのではなく、⽇常的

に存在する地域交流地点として、引き続き運営していきたいと

思います。

 また、本年度ではイベント格差や⽇常の⽣活実態の調査を⾏

いましたが、本調査では、下関の⼦育て世帯の実態を浮き彫り

にしました。

 核家族・共働き世帯が多く、⽣活にも余裕がない世帯や、ひ

とり親世帯の⽣活の余裕がない状況、クリスマスなどのイベン

トに充分対応できない世帯等、他者から⾒えない状態で、多く

の世帯が抱える困難を把握しました。

 今のおかれた環境による様々な差異が、格差となって、⼦ど

もの未来を閉ざしてしまうことのないように、地域の交流地点

として、次年度はさらに活動を強く推進したいと思いますの

で、引き続きの温かいご⽀援をよろしくお願いいたします。

�
NPO法⼈ 皆繋 代表理事 林 陽⼀郎



皆繋

VISION
ー⽬指す社会像ー

社会的孤⽴を招くすべての社会課題を解決する

誰もが社会的排除や放置を受けず、

ひとりぼっちにならない社会の実現を

MISSION
ー私たちの果たす使命ー

ICS（Inclusive�Community�Spot:包摂底地域拠点）の整備を⾏います。
こどもや⾼齢者の貧困や孤⽴といった課題を解決する居場所作り等を⾏います。

全ての世代の⽅に対して開かれています。

福祉を成⻑産業から成⻑”牽引”産業へ

社会保障構造の変⾰と政策提⾔

皆繋活動 ３本柱

共⽣社会のイノベーション

CSR活動は企業を育てます。地域との共通価値を創造し（CSV）、組織基盤の強化
を⾏えます。また社会課題と課題解決プロセスを可視化し、地域や企業、⾮営利セ

クター及び⾏政と共有することで、コレクティブインパクトを⽣み出し、誰もが社

会貢献に参画できる⾵⼟つくりを⾏います。

�

下関市の⼦どもの貧困対策を１年間放置するだけで、年間40億円の経済損失が発⽣す
ると推測されます。

国が進める先進的なSIB（ソーシャルインパクトボンド）が実現できるように独⾃調
査、まつわる課題分析や解決策を社会に訴えていきます。

※ICSこみゅすぽ居場所⾵景

※レモネードプロジェクト2018

※LuckyChristmasProject2018



皆繋活動実績

▪ICS(Inclusive�Community�Spot) PROJECT

ICS�こみゅすぽ�安岡
（⾃主事業）

【プロジェクト名】 【⼦ども登録数】 【ボランティア登録数】 【実施回数】

（2018,5〜2019,4）

29名 37名 80回（2018.6⽉開所）

▪Welfare��Hack��Day （累計２回実施）

【プロジェクト名】

Lucky��Christmas��Project�2018�
アンケート内容から下関の実情を読み解く会

（⾃主事業）

【登録数】

20名

▪レモネード プロジェクト（累計3回実施）

【プロジェクト名】

レモネード プロジェクト 2018
（⾃主事業）

【⼦ども登録数】 【ボランティア登録数】

【実施⽇】

4/19

11名 20名

【実施⽇】

9/9・10/21

▪⾓島デイキャンプ（累計１回実施）

【プロジェクト名】

⾓島デイキャンプ 2018
（⾃主事業）

【参加数】

38名

【実施⽇】

8/31�

▪Lucky�Christmas�Project（累計１回実施）

【プロジェクト名】

LuckyChristmasCampaign2018 in下関
（⾃主事業）

【応募数】 【ディナー当選者】

390名 100名�

皆繋・ひとりぼっちをなくそうプロジェクト

▪つながり⼤作戦×皆繋 防災研修（累計１回実施）

【プロジェクト名】

安岡で地震を想定した防災を学ぼう‐南海トラフを想定した防災研修

（⾃主事業）

【参加者数】
20名�

【実施⽇】
12/26

(2019)

(2018)

(2018)

【実施】

12⽉�

(2018)

(2018)



皆繋の事業

ICS(Inclusive�Community�Spot) PROJECT

▪ICS�こみゅすぽ安岡�

（皆を繋ぐ居場所）

⽀援活動のあゆみ

2018.6⽉

2018.7⽉

2018.8⽉

2018.9⽉

2018.10⽉

2018.11⽉

2018.12⽉

ICSこみゅすぽ安岡開所式

地域ボランティア・⼤学⽣・企業

協⼒を得る

ICSこみゅすぽ 夏祭り

鈴カステラ作り体験

スイカ割りなど経験が無い⼦もい

ました。サイダーフルーツポンチ

の噴きあがる瞬間は驚きでした。

表情は真剣そのもの

夏休み 体験学習

夏休み最後に 体験学習と題して

参加させてもらいました。最新技

術に⽬を丸くしていました。

クレープ作り体験

恐⻯クレープ

ICSこみゅすぽ Halloween�Kids�Party

沢⼭のお菓⼦の寄付を頂きまし

た。⼦ども達と感謝の気持ちをレ

ターにして届けることが出来まし

た。

⼦どもの健全育成を主軸に、全ての世代が集う居場所。

より良い⼦ども時代を過ごす為の⽀援、望まない環境下にある

⼦どもが「未来を⾒失う」ことのないように

孤独な⼦育て、⼩学校〜中学校までの学習⽀援、共に遊ぶ⽀援を提供します。

⾼校⽣のボランティアさんに教わりながら作成

実施頻度

周２回（⽉曜：15:30〜19:30）
   （⼟陽：11:30〜19:30）

実施場所
下関市 安岡



2019.1⽉
2019.2⽉

2019.3⽉

2019.4⽉

2019.5⽉

ICSこみゅすぽ 新年会

獅⼦舞・おみくじ・福笑いなどの活動を実施

ICSこみゅすぽ 節分

昔ながらの⾵習を⼤事にまた楽しく

活動しています。

⼦ども達の頑張りたいことなど発表

してくれました。

令和元年

更なる熱い活動を⾏うことを約束します。

ICSこみゅすぽ ひな祭り

⼦ども達にキャンディーレイを渡し

新学期気持ちよく送り出しました。

頑張りたいことなども多く、希望に

満ち溢れていました。

ICSこみゅすぽ 春の野外活動 ピクニック

2018.6〜2019.4 居場所延べ利⽤⼈数

812⼈

IICSこみゅすぽ ボランティアさんからの声

「誰もが社会的排除や放置を受けず、⼀⼈ぼっちにならな

い社会を⽬指す」というビジョンに共感し、⼀⼈では出来

ないが仲間がいて、様々な分野の⼈が本気で知恵を出し合

い協⼒すれば、必ず社会を変えて⾏けると信じることがで

きました。

これまでの経験を活かし少しでもお役に⽴

てればと思い参加しました。実際は関わる

⼦供たちから元気パワーをもらっていま

す。

ボランティアスタッフ 勇⼠ 裕美様

※⾚い⽻根共同募⾦助成事業

ICSに通う⼦たちで「リフレッシュパーク豊浦」
に⾏きました。天気も良く⼤学⽣との関係性も良くなってい

ます。体を使ったリフレッシュ出来る⼤事な活動となりまし

た。「また皆で⾏きたいね」と話をしています。

※エサやり体験





皆繋の事業

⾓島デイキャンプ

・マリンスポーツ体験学習

・BBQ�体験学習

【実施⽇】2018.8/31【参加⼈数】38名

夏休みにどこにも⾏ってないなどのイベント格差を少しでも和らげるために活動しています。

海に⾏きました。バナナボートにの

りました。とても速くて⾯⽩かった

です。

海の（渚の）交番に⾏ってＢＢＱを

しました。サザエやお⾁をやいて⾷

べました。とてもおいしかったで

す。⾷べ終わった後、スイカ割りを

しました。スイカは叩いたけど割れ

なかったのでざんねんでした。でも

今⽇はとても楽しかったです。来年

の夏も⾏きたいです。

K君の感想

さいしょは、バナナボー

トがこわかったけど、な

れてきて、たのしくてお

もしろかったです。

Oちゃんの感想

⼀⽇中楽しく親⼦で貴重な体験をさ

せて頂きました。どの⼦供達も笑顔

満開で、幸せあふれる⼀⽇でした。

夏休み、仕事で海などレジャーに連

れて⾏けなかったのですが、最後に

とても良い思い出ができました。

お⺟さんの感想

参加した⼦どもや家族の声

※⾓島でのレジャー⾵景

※渚の交番でのBBQ⾵景







皆繋の事業

LuckyChristmasProject
社会貢献・イベント独⾃調査

ラッキークリスマスプロジェクト

▪LuckyChristmasCampaign2018in下関

⺟⼦家庭の10家庭に1家庭は「うちにはサンタは来ない」
 経済的困窮家庭には、クリスマスは楽しいイベントではなく、⾟い・切ないというイベント。

※チャリティーサンタ調べ引⽤

✖

※プロジェクト協⼒パートナー：株式会社 イズミ

※広報資料

クリスマス問題

【皆繋の思い】

「家庭でのクリスマスの充実度

は、⼦どもの⾃⼰肯定感や親の⾃

尊⼼と密接な関係があり、それは

正に『⼦どもの貧困』の最重要フ

ァクターである。」

 ホームパーティーが⾏えるキャ

ンペーンとイベント調査を含め⾏

い、活動している地域の実情を独

⾃調査したい。

ラッキークリスマスキャンペーン

【ディナー申込者数】390名【ディナー当選者】100名

⼦育て世帯に対して（100世帯分を予定）、⼈気の
クリスマスホームパーティーのディナーセットを無

料で提供。時間がなくて、⼦どもに楽しいパーティ

ーをさせてあげられない家庭、経済的にプレゼント

の予算がない家庭にも⾷事が準備できた分、親が⼦

どもの望むプレゼントを準備できるようになり、親

⼦にとって忘れられないクリスマスの思い出を届け

ることに繋がる。

⇒

実施したキャンペーン内容

※当選ディナー実際の⾵景 ※当選品の発送準備 ※ゆめシティでの広報活動

SNSにも多数ディナーの様⼦がUPされました

感謝の⾔葉も多数届きました

当選嬉しいです☆�臨⽉で⾊々するのが⼤変だな
ぁと思っていましたが、負担も減って豪華にクリ

スマスが出来そうで助かります(^�^)  

 このようなステキな企画を計画して下さり⼦育

て世代でそしてシングルマザーの私にとってとて

も有難いものでした。是⾮来年も企画してほしい

です。

⼀⾔お礼が⾔いたくてメッセージさせていただき

ました。本当にありがとうございました。

※⼀部の情報です

※ディナー当選者、落選者の感謝の⾔葉⼀部

こんなにきちんとパーティーらしく準備できたこ

とはないので、⼦どもたちが喜ぶと思います。私

も楽しみです。ありがとうございます。



✖

✖



皆繋の事業

その他活動

2018年

2019年

1⽉���������������⽔産⼤学校、下関市⽴⼤学学⽣へのボランティア説明会（下関）

1⽉���������� ⽇本地域福祉ファンドレイジングネットワークCOMMNET 主催 ⼦どもの貧困対策のため
     のファンドレイジング全国研究集会 （⼭⼝）

4⽉   ��ICS ⼤学⽣ボランティア事業説明会 （下関）

6⽉  �� ⼭⼝県主催 ボランティアチャレンジ 梅光学院⼤学にてボランティア説明会（下関）

11⽉   ⾚い⽻根共同募⾦会 事業視察（下関）

12⽉   NPO法⼈皆繋 ドナーパーティー（下関）

2⽉  みんなの助成事業セミナー 助成事業合同説明会 （⼭⼝）

2⽉  ロータリークラブにて 地域の居場所について 講演 （下関）

2⽉  ⽇本の地域福祉におけるファンドレイジング 法政⼤学 登壇講演 （東京）

3⽉  ⼦ども貧困対策マッチング・フォーラム 内閣府主催 （⼭⼝）

11⽉   LuckyChristmasCampaign2018in下関 下関市役所内 記者発表（下関）

2018〜2019年  ニッセイ基礎研究所 意⾒交換会 （東京）

2018〜   �  台東区社協 現地モニタリング （東京）

4⽉  皆繋スタッフ 下関 ⻯王⼭ 登⼭ （下関）

4⽉  ⾚い⽻根共同募⾦ 県域助成・県域テーマ募⾦助成交付式 （⼭⼝）

3⽉  ロータリー協会 助成の為の事業視察 （下関）

4⽉  下関市市役所 福祉部 ⼦育て政策課 訪問 （下関）

（講演活動・ファンドレイジング・調査など）





ご⽀援・ご協⼒企業からの声

ICS 利⽤ご家族さまのお声

お世話になっています。

⼦どもが靴を履きながら、まだビーズとかしたかったなー。なんで皆はまだ帰らない

の？と⾔って名残惜しそうでした。⼦ども⼆⼈が安⼼して楽しそうにしている姿を⾒

て、とても居⼼地のいい空間作りをされているから、どのお⼦さんもリラックスして過

ごされていて素敵な取り組みだと思いました。

遊ぶだけでなく勉強の時間を設けてもらえているのでとても有難い限りです。

�
A君のお⺟様

株式会社ベストエデュケーション代表 向本 雅彦様

�
 ⼦どもたちに関する社会課題が⼭積している中で、弊社にできる事は

多くないと思っています。

 また、私たちは皆繋さんの⽇々の地道な活動を熱烈に⽀持しておりま

す。

したがって、『海のことであれば私たちにお任せあれ』という思いで携

わらせて頂いております。

株式会社エフケイエス グループ統括部⻑ 篠原 裕紀様

ICS「こみゅすぽ安岡」が⽴ち上がりそろそろ1年が⽴ちますね！おめでとうござ
います。フェイスブックにアップされる⼦供たちの笑顔に癒されています。

これからも、⼦供を取り巻く「孤独感」の解消を⽬指して頑張ってください。

引き続き学習⾯でのサポートをさせていただきます。

当初、皆繋様を開設するにあたってご相談がございました。社会貢献の⼀環

もしくは、これから成⻑していく⼦どもたちの為というお⾔葉をお伺いした

時、当社としても同じレールに乗せてもらい、⼦どもたちの成⻑を⾒守って

いきたいと思いました。これからも皆繋様の活動を⾷事の⾯で微⼒ながら応

援させていただきます。

この度のラッキークリスマスキャンペーンに参加させていただき、クリスマ

スというイベントを家庭に提供できるお⼿伝いをさせていただいたことに感

謝いたします。

株式会社イズミ ゆめシティ ⾷品次⻑ 楠原 貴丈

株式会社 海耕舎 代表取締役 新名 ⽂博様



ご⽀援いただいた企業・団体・⾏政の皆様

⻄中国信⽤⾦庫様株式会社 イズミ様 株式会社 ベストエデュケーション様

株式会社 エフケイエス様

▪ご寄付

▪協働事業・プロボノ・ボランティア・寄贈

▪助成⾦，補助⾦

・⾚い⽻根共同募⾦会

平成30年度共同募⾦による平成31年度県域助成

・異業種交流会 IWP 様     ・伊藤重光堂薬局 様   ・合同会社 つなぎ 様
・株式会社 FKS 様       ・マンスリーサポーターの⽅ 4名
・寄付を頂いた地域の⽅ 6名

 
・匿名希望 様 2名       ・匿名希望 様 1名

お⽶         野菜

お菓⼦

 
・匿名希望 様 15名

株式会社 ルナー様





皆繋

団体概要

沿⾰

2013年   社会保障・社会的孤⽴に関連する調査を開始
�
2016年10⽉ NPO法⼈皆繋 法⼈化 団体設⽴
�
2017年8⽉  ⼦どもの社会貢献教育 開始
�
2018年６⽉ 包摂的地域交流拠点:ICS こみゅすぽ安岡 開所
�
�

皆繋において

「家族や地域社会などソーシャルネットワークが客観的に

みて著しく乏しい状態を社会的孤⽴」と定める事とする。

社会的孤⽴とは



STOP��THE���LONELINESS

■NPO法⼈

【HEAD�OFFICE】

ADD: 〒750‐0000 ⼭⼝県下関市⼤字冨任91番地

TEL: 083‐262‐1755 FAX: 083‐262‐1760

【TOKYO�OFFICE】

ADD: 〒113‐0033 東京都⽂京区本郷4丁⽬15‐1 GRAVA201

minatsunagi＠gmail.com

WEB: https://www.minatsunagi.org

https://www.facebook.com/minatsunagi

【寄付】

■⼭⼝銀⾏ 本部営業部 普）5179414

エヌピーオーホウジン ミナツナギ

■ゆうちょ銀⾏ 記号15560 番号25908801

トクヒ）ミナツナギ
※ご指定の⾦額を毎⽉、⾦融機関

の預⾦⼝座から⾃動で引落でも寄

付いただけます。

NPO法⼈皆繋までご連絡下さい。2019年5⽉ 発⾏




