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こらぼ大森を探検しよう

こらぼ大森　―旧大森第六小学校を活用したユニークな複合施設－

こらぼ大森は、区民の皆様の地域活動や区民活動団体のサポートを行う大田区区民活動支援施設

です。また、施設内には、スポーツやイベントなどにご利用頂ける体育館やグラウンドをはじめ

とした区民利用施設をはじめ、子ども交流センターやシルバー人材センター作業所等もあり、赤

ちゃんから高齢者まで幅広い皆様にご利用いただけます。

こらぼ大森では、折り紙や絵手紙教室を開催
しています。
イベント終了後に、みなさんとよく立ち寄り
ます。自動販売機もあるので助かります。
お茶を飲みながら簡単な打ち合わせを行うこともあり
ます。

ふれあいコーナー

あざみ会　大澤孝子さん メッセージ

「グラウンドの芝生も見えて、 落ち着く場所だね」

「名前の通り、 地域のふれあいの場じゃ。 子どもたちが宿題をしたりもしとるぞい」

１F   

まちかど観光情報のチラシもお配りしています

■施設紹介
あお	 	 子ども交流センター

ピンク		 協働支援施設：情報交流室Ⅰ・Ⅱ、共同事務室、ミーティングルーム、ワーキングルーム、

　会議室、軽食コーナー、ふれあいコーナー

きいろ		 区民利用施設：体育館棟　（体育館・多目的室・いろいろルーム〈和室〉）

みどり		 区民利用施設：グラウンド

だいだい	 シルバー人材センター作業所

「こらぼってどんな所なの？」

「うん、色々なことをしているんじゃ。

		おじいちゃんはこらぼの元の

		旧大森第六小学校を卒業したんじゃ」

「へえ、そうなんだ。行ってみたい！」

「じゃあ案内してあげよう」
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ようこそ こらぼ大森へ
特集



コーヒーやハーブティーが楽しめる喫茶、交
流スペースです。協働連携チャレンジ企画と
して、一芸ある様々な講師の方々による公開
イベントを実施しています。
最近では、新たに「女性のためのヨガ講座」も開催し
ています。皆様のご来店お待ちしております。

おおたオーガニックファーム（情報交流室Ⅱ）

火曜日店長　柘植彩子さん メッセージ

「わあ！　本やおもちゃもあって、 アットホームな喫茶店だね！」

「ミニイベントをやってるよ。 区民活動の交流と出会いの場になっているよ」

２F   

こらぼ大森共同事務室を利用しています。
きっかけは、工作教室開催に関する物品確保
などのご相談からでした。
ここでは、ボランティア活動の意義や運営方
法、さらには助成金申請についてのアドバイスを受け
ています。団体の活動を広げることが出来ました。

情報交流室Ⅰ

達磨の会 代表　周防幸男さん メッセージ

「チラシがたくさんあるわ。 何か真剣にお話をしているわね」

「区民活動のチラシがたくさんあるんじゃ。 団体の運営相談にものってくれるぞい」

２F   

イベント後に参加者が立ち寄ったり、皆さんの交流と憩いの場です。

町会の印刷などでワーキングルームの印刷機を使わせ
て頂いています。特に総会の準備で決算や報告などの
文書を大量に印刷しなければならない時などは早くて
経済的でとても助かります。
機械のチョットしたトラブルもスタッフの方が親切に
対応して下さるのでそれも有難いですね。

ワーキングルーム・ミーティングルーム

大森西二丁目三和会 副会長 森﨑真洋さん メッセージ

「お話をしている人がいるわ。 ここはどんな人が来るのかしら？」

「区民活動の打ち合わせやイベントのチラシを印刷出来るんじゃ。」

２F   

ミーティングルーム
ちょっとした打合せなどに
無料でご利用できます。

ワーキングルームにある印刷機
10 枚 10 円です。（原版 30 円別）

ボランティア活動のきっかけ探しなどの情報提供もしています。
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私たちど～なっつ余暇活動部は、個性
豊かな子どもと大人が一緒にバスケット
ボールを楽しむ活動を行っています。
こらぼ大森体育館は、まさにホームの
様な存在です。ホームから沢山の笑顔と
ナイスプレーが生まれています！

体育館

ど～なっつ余暇活動部 代表　成川信子さん メッセージ

「ここは、 『学校の体育館』 って感じだね。 みんな笑顔だね！」

「うむ。 旧大森第六小学校時代の校歌も掲示してるんじゃ。 歴史は大事じゃぞ」

２F   

バスケットボールゴールが好評です。

グラウンド

「すごい！芝生のグラウンドだ！」

「夏はもっと鮮やかになるぞ。区内の公共施設でも芝生のグラウンドは珍しいそうじゃ」

   

グラウンドゴルフというスポーツイベントが
去年から始まりました。
これまで 3 回ほど参加しております。
ここでのご縁で知り合いも出来ました。
芝生の上でのプレーは、楽しく気持ちがいいものです .
みなさん、自然と笑顔がこぼれます。

近隣にお住まい　奥 明博さん メッセージ

グラウンドが土から天然芝に変わり、
緑に囲まれた環境はとても満足です。
芝のおかげで、子ども達の伸び伸びとしたプ
レーが多くなり練習にも打ち込めるようにな
りました。
また、体への負担も少なく、怪我も少なくなりました。
これからも、緑に触れ合いながらサッカーを楽しんで
いきたいと思います。

あさま FC 監督　上田賢一 さん メッセージ

「おじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、 子どももスポーツを楽しんでるんだね！」

「そうだのう。 地域のいろんな世代の人に利用してもらうことは大事なことじゃ」

天然芝の上でのグラウンドゴルフは月２回ペースで開催中です。

あさま FC の子どもたち。みんな元気いっぱいです。
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こらぼ大森の３・４階にあります「子ども交流
センター」です。当センターは、大田区からの
委託を受けて、児童館事業と学童保育事業を
展開しています。午前中は幼児親子さん、午
後からは小学生を中心に中・高生も来て、仲良く遊ん
でいます。ぜひ、みなさんも遊びに来て下さい。

子ども交流センター

子ども交流センター 館長　山田慎二さん メッセージ

「子ども達がたくさんいるね！　音楽をするお兄さん、 お姉さんも来るんだね」

「イベントの時は特に沢山の子どもが来るんじゃ。 面白い企画もたくさんあるぞう」

３F・４F   

ここシルバー人材センターは、高齢者が働く
ことを通じて生きがいを得るとともに、地域
社会の活性化に貢献することを目的とした場
所です。大森西地域周辺にお住いの方々を中
心に軽作業を中心に取り組んでいます。
笑顔で元気に過ごせることが一番ですね。

シルバー人材センター

指導員　林 宏保さん メッセージ

「ここは、 お仕事をするところなのかしら？　おばあちゃんたちが多いね」

「そうじゃの。 皆さんお元気じゃ。 お仕事を通して生きがいを得ることは幸せなことじゃの」

１F   

買い物や料理が困難なお年寄りに、ほかほか
の手作りお弁当をお配りしています。
国産の食材をなるべく用いたり、塩分を少な
めにしたりと食の安全と健康への配慮をモッ
トーにしています。また、ご挨拶をしながら、お配り
することにも意義を感じています。

調理室（配食グループ）

配食サービスけやき 代表 塚平 憲和さん メッセージ

「おいしそうなにおい！　あ、 ここではお料理つくってるんだね！」

「ここでは配食団体がお年寄りや障がい者の方に配食活動を行っているんじゃ」

１F      

毎年たくさんの来場者で賑わう、秋のポレポレ ECO まつり。

工場から依頼された部品組み立ての軽作業をする皆さん。

手作りのお弁当を車や自転車などでお届けしています。
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ごいっしょに
コラボして

大森西地区自治会連合会 会長  伊東 祐孝 さん

季刊誌こらぼを見て、こらぼ大森では、

年間を通して、また四季に応じて色々なイ

ベントが行われているんだと感じていまし

た。

こらぼ大森の周辺にある６つの町会（沢

田東、沢田西、沢田、三和会、大三連、三

都団地）の方々は、地元意識がありますか

らイベント参加の機会も多く、もちろん多

大な協力もされています。

齋藤理事長は「とにかく地域のみなさ

んが健康、元気で長生きしてもらうため

の施設でありたい。そして、こらぼ大森

をもっと知って欲しい」と常々申されて

います。前記の６町会以外の西地区連合

会仲間 15 自治・町会の皆様にもさらに

関心をもっていただけたらと思っていま

す。

毎月開催の地域力推進大森西地区委員

会を利用してイベント情報など、毎月提

供されたらよろしいかと思います。

グラウンドの片隅に草むらを造って、

夏はキリギリス、秋はエンマコオロギを

鳴かせてみたいなと思ったりします。

行こうよ、
こらぼ大森へ

大田ＮＰＯ活動団体交流会	会長	矢嶋 早苗 さん

こらぼ大森は大田区の区民活動支援施設

と位置付けられていますが、町会基盤のＮ

ＰＯ、大森コラボレ―ションが指定管理者

として運営を担当し、開業間もないＮＰＯ

や区民団体への事務所スペースの貸し出し

や各種の教室などは一定の成果をあげてい

ると思います。

私たちの大田ＮＰＯ活動団体交流会は毎

月の役員会も情報誌の発行もすべてこらぼ

大森を利用しています。もう 10 年以上の

利用になります。

ここ 1、2 年、世界的に自国第一主義

とうちむき指向が強まっていると感じま

す。こんな時代にこどもたちをどう育て

ていくかは難しいことです。

このところ、大田区ではこどもの居場

所に取り組む団体が少しずつ増えてきた

ように思います。勉強を教える場所、食

事を提供する場所、親子の交流の場所な

ど、いろいろな取り組みをしている居場

所ができてきました。それらの居場所で、

こども達に積極的に社会のことを教えた

り、一緒に話し合ったりするする地域の

大人を増やす役割を担い、それらのグ

ループを支援するところが必要です。そ

の旗振りをこらぼ大森がしてくれるとい

いなと期待しています。

ＮＰＯの立場から
これからのこらぼ大森に
期待すること

�



　今から 13 年前の平成 16 年 4 月、こらぼ大
森は、旧大森第六小学校から区民活動をサポー
トする区民活動支援施設に生まれ変わりまし
た。その後、地域と区民活動の交流、協働の
実践の場として歩みを重ねてまいりました。
　高齢社会を迎えた日本は、
同時に国際化や環境問題等の
多くの経済的社会的課題にも
直面しています。地域におい
ても具体的な課題が山積して
います。
　こらぼ大森は、区民活動の
支援を通じて、こうした課題
を乗り越え豊かな地域社会を

�

地域とともに

こらぼ大森の風景

ワークショップ
いろいろなテーマで話し合い、
お互いの理解も深まります。

こらぼ大森夏まつり
ＮＰＯや地域の皆様とつくる
毎年開催するイベントです。

ポット苗植え
芝生を育てる活動に
子どもたちも協力しています。

健康体操&おしゃべりサロン
高齢者の方の健康づくりと
交流をはかるイベントです。

つくるための拠点となるよう、今後さらに
サービスの向上と事業の推進、地域と区民
の皆様と共に歩む施設づくりを心がけてま
いります。　

豊かな地域社会を目指して－これからのこらぼ大森－



発行者　齋藤十四男

発行日：2017 年 4 月 1 日　

大田区区民活動支援施設大森 こらぼ大森

住　所：〒 143-0015 大田区大森西 2-16-2

電　話：03-5753-6616

ＵＲＬ：http://collabo-ohmori.com/

こらぼ大森２０１７春 イベントスケジュール

QR コード

イベント名 ４月 ５月 ６月 会場 主催団体 連絡先
ママのためのコーチングサロン
(5 月開講講座） 12 日・26 日 9 日・23 日 会議室 CSR コーチング 080-6785-5677（福井）

てらこや＠こらぼ　 毎木 6 日・13 日
20 日・27 日

11 日
18 日・25 日

1 日・8 日
15 日

22 日・29 日
会議室 子ども教育支援の会

グループてらこや
03 － 6676 － 7837

（事務局団体：ゆうえふ）

いろいろスポーツ 9 日・30日 14 日･ 28 日 11 日･ 18 日 体育館 日本スポーツ文化創造協議会 03-6912-6813

健康チェック    第 3 火 18 日 16 日 20 日 多目的室 城南保健生協 03-3762-0266 （阿部）

福祉エアロビクス　 毎土 1 日･ 8 日
15 日・22 日

6 日･ 13 日
27 日

3 日･ 10 日
17 日･ 24 日 いろいろルーム 大森コラボレーション 03-5753-7884

健康講座   第３木 20 日 18 日 15 日 多目的室 こらぼ大森 情報交流室１ 03-5753-6560

げんき元気セミナー　 第１木 6 日 4 日 1 日 多目的室 大森コラボレーション 03-5753-7884

グラウンドゴルフ 10 日･ 21 日 15 日・26 日 12 日・23 日 グラウンド 大森コラボレーション 03-5753-7884

こらぼ大森 水曜スポーツ　 毎水 5 日・12 日
19 日・26 日

3 日・10 日
17 日・24 日

31 日
7 日・14 日
21 日・28 日 体育館 大森コラボレーション 03-5753-7884

会食会 （高齢者向け） 6 日 軽食コーナー 食事サービス連絡会 03-3742-5507 （村山）

絵手紙教室　 第２土 8 日 13 日 10 日 多目的室 あざみ会 03-3771-9655　

折り紙教室　 第３土 15 日 20 日 17 日 多目的室 あざみ会 03-3771-9655　

春の七輪ピック 22 日 子ども交流センター 子ども交流センター 03-5753-6801　

フリフリーマーケット 20 日 子ども交流センター 子ども交流センター 03-5753-6801　

リリアンで作る
アクセサリー教室 21 日 19 日 16 日 オーガニックファーム 情報交流室Ⅱ 03-3763-7314

女性のためのヨガ 3 日・17 日 1 日・15 日 オーガニックファーム 情報交流室Ⅱ 03-3763-7314

リフレクソロジーサロン 25 日 23 日 27 日 オーガニックファーム 情報交流室Ⅱ 03-3763-7314

＜編集部より＞

季刊誌「おいでよこらぼ」をご覧いただき誠にありがとうございます。

ただいまこらぼ大森では、本誌について皆様からのご感想を募集しております。

下記までお読み頂いたご感想を FAX 又はメールでお寄せ下さい。

（A4 用紙の範囲内であれば特に形式は問いません。

①お住いの地域〈蒲田等〉、②性別、③年代〈50 代等〉をお書きください）

あて先 ： こらぼ大森情報交流室Ⅰ　　

　 ・ FAX　03 － 5753 － 6560　　 ・ メールアドレス　cbc10286@nifty.com

MAP


