５．「はじまるくんパソコン寄贈プログラム」実施一覧

（2011年12月末時点）

なにかが通信---2012年Vol.1創刊号

２０１０年３月からはじまった「はじまるくんパソコン」の寄贈プログラム。
多くの協賛企業と協力機関のみなさまに支援いただき、これまでに約２８０台の「は
じまるくんパソコン」を約１８０の施設や団体へお届けすることができました。
NO 協賛企業（※a）[敬称略]

実施時期

寄贈施設/団
体数/個人

寄贈先

「はじまるくんパソコン報告レポート」

台数

協力機関（※b）[敬称
略]

1 オージス総研

2010年3月

大阪市内に活動拠点のある市
民活動団体

2

2台

大阪市ボランティア情
報センター

2 アンカーネットワークサービス

2010年3月

大阪市内に活動拠点のある市
民活動団体

2

2台

大阪市ボランティア情
報センター

3 ケーエヌアイ

2010年3月

大阪市内に活動拠点のある市
民活動団体

2

2台

大阪市ボランティア情
報センター

4 大阪ガスエンジニアリング

地域活動支援センターぷろぼの
2010年3月 （ぷろぼのより奈良県下の６施
設・団体へ寄贈）

7

17 台 -

大阪ガスグループ（大阪ガス、
5 大阪ガスファイナンス、オージ
ス総研、“小さな灯”運動

2010年8月

6 サンモアテック/オージス総研

社）アジア協会アジア友の会
2010年9月
（アジアユースサミット）

7 サンモアテック/オージス総研

2010年9月

大阪市内に活動拠点のある市
民活動団体

13

21 台

大阪市ボランティア情
報センター

2010年10月

尼崎市内の障がい者施設及び
障がいをお持ちの方

9

16 台

NPO法人障害情報
ネットワーク尼崎

大阪市内に活動拠点のある子
2011年3月 どもまたは障がい者を支援する
市民活動団体

13

17 台

大阪市ボランティア情
報センター

2011年3月 愛知県下の障がい者施設

15

愛知県社会福祉協
30 台 議会/愛知県セルプ
センター

8 関西生産性本部
9 ユーエスジェイ

10

中部電力/中電興業/
オージス総研

大阪市内に活動拠点のある子
どもを支援する市民活動団体

11 オージス総研

e-educationプロジェクト
2011年6月 (バングラディシュでの教育サ
ポート活動）

12 サンモアテック/オージス総研

2011年7月

大阪ガスグループ（大阪ガス、
“小さな灯”運動、大阪ガスファ
イナンス、アーバネックス、大
13
阪ガスケミカル、リキッドガス、
大阪ガスセキュリティサービ
ス、オージス総研）

2011年8月

社）アジア協会アジア友の会
（東日本大震災復興支援活動）

近畿二府四県の障がい者を支
援する団体

14 ナガセケムテックス

2011年11月 たつの市内の障がい者施設

15 サンモアテック/オージス総研

2011年12月

東日本大震災により京都府下
に避難されている方
合計

13

みなさん、はじめまして。
ぼくの名前は「はじまる」といいます。みんな「はじまるくん」と呼んでくれます。
ほくは、なにかが星からやってきて、“オージス総研”という情報サービス会社
で社会貢献活動「はじまるくん」をお手伝いしています。
「はじまるくん」活動は、障がい者の方たちの就労支援とＩＴ支援を目指す社会
貢献活動で、企業で使い終わったパソコンを、福祉作業所で障がい者の方た
ちにリフレッシュしていただき、 綺麗になったパソコンを福祉施設や市民活動
団体へ寄贈する活動です。
２００９年からはじまったこの活動、少しづつ広がって、たくさん方たちに協力
いただき、「はじまるくん寄贈プログラム」を進めることができました。
２０１２年の門出を記念して、はじまるくんに関わる色々な方たちに、ぼくたち
の活動を知ってもらえたらと、「なにかが通信」を発行しました。是非、社内・法
人内または組織内の関係者の皆様でご覧いただきますようお願いいたします。

25 台 大阪NPOセンター

１．「はじまるくんパソコン」ができるまで
1

35 台 -

1

6台 -

2

5台 -

①企業で使い終わった
パソコンをはじまるくん
事務局に提供いただき
ます。

②福祉作業所へ運び込
み、きちんと動くかどうか
など稼動検査を実施しま
す。（※1）

③福祉作業所で、きれい
に磨いてぴかぴかにして
もらい、ＯＳなどのソフト
ウェア（※2)も導入してい
ただきます。

④きれいになった「はじま
るくんパソコン」を福祉作
業所などへお届けしま
す。（※3)

※1．稼動検査は、はじまるくん事務局で実施する場合もあります。
※2. OS及びOfficeは日本マイクロソフト社の「Registered Refurbisher Program」（RRP)を利用しています。
※3．通常は、福祉作業所から宅配業者による着払配送となります。（寄贈先にて送料をご負担いただいております。）

２．リフレッシュ作業などはじまるくんご協力くださっている法人・団体さま

75

二府四県及び政令指
80 台 定都市の社会福祉
協議会

4

5台

18

18 台

177

281 台

たつの市社会福祉協
議会
京都府社会福祉協
議会

※a.利用終了パソコンと福祉作業所への再生作業費（寄付金）の両方もしくはどちらかを支援いただきました。
※b.寄贈先の公募や選定（審査）にご協力いただきました。

◆はじまるくんが誕生するまでの物語は・・・「はじまるくんひろば」に掲載されいてる「はじまるくん物語」を読んでね！
URL:http://www.ogis-ri.co.jp/extra/hajimarukun/monogatari.html

・社会福祉法人大阪障害者自立支援協会（大阪府ＩＴステーション）
・非営利活動法人地域活動支援センターぷろぼの
・非営利活動法人アイ・コラボレーション
・社会福祉法人ぷくぷく福祉会（ぷくぷくワールド）
・社会福祉法人あさか会（はぁとらんど浅香）
・非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎
・社会福祉法人新生会（新生会作業所）
・大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合（エルチャレンジ）
・社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 大阪市ボランティア情報センター
・特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター
・社団法人愛知県セルプセンター
[敬称略・順不同]
「なにかが通信」発行元 [発行日：2012.2.1]
株式会社オージス総研 社会貢献活動推進室 はじまるくん事務局
住所： 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2番37号
E-mail:hajimarukun@ogis-ri.co.jp

はじまるくん

検索

３．「はじまるくんパソコン」活躍のようす

「はじまるくんパソコン」は各地の福祉施設や、アジアの青年たちのために・・・あちこちで活用いただいています。

ＮＰＯ法人愛ランド（兵庫県たつの市）

社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS)

社福）青い鳥福祉会青い鳥工房（大阪府大東市）

アジア協会アジア友の会を通じてアジア各国へ運ばれた「はじまるくんパソコン」は、アジアの
リーダーシップを育てるAYS（アジアユースサミット）のために各国で活用いただいています。

Rural & Urban Development
Youth Association（India)

Human Development Society of
India

人気のレッツノート。
私のPCより早いで
す！（施設長談）

ご近所でも人気の「さ
愛ランドさんでは、パンやクッキーを焼いて施設に併設されているカ
んが豆腐」！
フェでも販売されています。毎朝、近所のおばあちゃんがモーニング
を食べに集まって来られるそう。はじまるくんパソコンはパソコン教室 青い鳥工房さんでは、お豆腐を作っておられて、その販売管理のため
に、はじまるくんパソコンを活用してくださっていました。１日に販売した
で活用できるので大変ありがたいです！と喜んでいただいていま
数を作業場で管理できるようになったと喜んでおられました。
す。

ＮＰＯ法人さまさまＹＯＵＹＯＵ館（京都市）

社福）ひまわり

Basic Development Partners
（Bangladesh)

ひまわりの家（奈良県三宅町）
となりのカフェではおいし
い手作りソーセージが販
売されていました！

名前の通り、スパイシーな
お菓子も。
YOUYOU館さんで作っているクッキーなどの包装紙やシール製作な
どのために、はじまるくんパソコンを活用してくださっていました。写
真の「スパイシーズ」というキャラクターは、スタッフの方のオリジナ
ルだそう！とてもかわいい包装紙やシールでした。

ひまわりさんでは、施設内の給食の献立表を作るために、はじまるくん
パソコンを活用してくださっていました。これまで、古いパソコンを使って
いて、なんども途中で止まってしまったりしたそう。ですので、とても重宝
して活用してもらっていました！

社福）新生会 新生会作業所（西宮市）

社福）ワークセンター小路（寝屋川市）

おいしいケーキに、思わず
予約注文してしまいました。
新生会作業所さんでは、酒蔵のお膝元らしい、酒パック（紙）のリサ
イクル等にも取り組まれたり、施設内は、ケーキ作りやカタログの封
入作業などで忙しそうにされていました。はじまるくんパソコンはこれ
からメール便の宛名印字用にソフトを入れてもらい、利用者さんと一
緒に働く予定です！

NPO法人）素ｍｙ流（大阪市西区）

障がい児の児童デイサービスを運営されている素ｍｙ流さんでは、
毎週金土に子どもたちがインターネットで遊べるように設置してくださ
いました、早速、YOUTUBEを見たり、セサミのマウスがかわいい！と
大好評。２人の高校生中心に素ｍｙ流新聞も製作していきます！と
いうこと。楽しみです！

社福）名古屋市身体障害者福祉連合会
名身連第一ワークス（名古屋市熱田区）

名身連第一ワークスさんでは、訪問時、東日本大震災の避難所の間仕
切り用カーテンをミシンで製作されていました。はじまるくんパソコンは、
就労移行の方の訓練用パソコンとして活用くださっていました。はじまる
くんパソコンで練習して、就職先が決まりますように！

Vietnam Asian Friendship Society
（Vietnam)

４．「はじまるくんパソコン」リフレッシュ作業のようす
「はじまるくんパソコン」は福祉作業所で、ていねいに磨かれ、ソフトウェアなどを新しくインストールしていただいてか
ら、寄贈先の施設や団体へ送られていきます。
社福）大阪障害者自立支援協会
（大阪府ITステーション）
ITステーションさんで
は、高い技術力を持
つワーカーの方たち
を中心に、はじまるく
んパソコンのクリーニ
ングの他、クローニン
グ作業（OSの複製作
業）や、Windows７の
導入検証作業などを
実施いただいていま
す。

手作りの木工細工。木のぬ
くもりが伝わってきます。
ワークセンター小路さんでは、木工細工やさおり織りを作ったり、紙すき
で和紙を製作されていました。パソコンは事務の方が活用されており、
「手狭になった事務所が2箇所に分かれているので、持ち運びできるパ
ソコンは助かります。これから無線ＬＡＮにつないで活用します。」とお話
くださいました。

【寄贈された国】
インド、インドネシア、バン
グラディシュ、ベトナム、カ
ンボジア、タイ、ネパー
ル、パキスタン、フィリピ
ン、マレーシア、モンゴ
ル、ラオス、JAFS本部
（日本）

NPO法人

アイ・コラボレーション
アイコラボレーション
さんでは、クリーニン
グ作業を実施いただ
く利用者さんが、事
前に自宅で練習をし
てきてくださったとお
聞きしました。丁寧に
磨いていただいたパ
ソコンは、とても喜ん
で使っていただいて
います！

社会福祉法人ぷくぷく福祉会
ぷくぷく福祉会さん
では、スタッフの方
のご協力により、工
程を細分化。これに
よりクリーニングの
品質も高まり、２０１
１年６月にクリーニン
グ台数の累計が１
千台を突破しまし
た！
NPO法人 地域活動支援センターぷろぼの
ぷろぼのさんでは、昨年６月に
３Rセンターを立ちあげ、利用者
さんによるPCメンテナンスや検
査、修理作業の教育も実施され
ています。はじまるくんパソコン
の再生作業はこの３Rセンター
で実施していただいています。
利用者さんによる寄贈先の施
設へ訪問・セットアップのサポー
トを実施していたいだ事例もあ
ります。

■その他にも訪問取材させていただきました施設の皆様、どうもありがとうございました。
NPO法人ウィルハート ゆう・スペース（東住吉区）、NPO法人ハーモニー福祉会（姫路市）、社会福祉法人さざなみ学
園（彦根市）、医療法人尚生会（創）シー・エー・シー（神戸市）、NPO法人マブイ六甲（神戸市）、社会福祉法人平針福
祉会（名古屋市）、社会福祉法人大森福祉会（名古屋市）他（順不同･敬称略）

