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特定非営利活動法人 Check
http://www.checkatoilet.com/
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ＴＯＴＯ × NPO 法人 Check × NPO 法人ファザーリング・ジャパン
iPhone を使った社会貢献イベント
「パパと子どもで体感！ユニバーサルデザイン～
未来のトイレをデザインしよう」 開催決定
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みんなでつくるユニバーサルデザイントイレマップ「Check A Toilet
（ http://www.checkatoilet.com/ ）」を運営する特定非営利活動法人 Check
（本社：東京都世田谷区、代表理事 金子健二、以下 NPO 法人 Check）は、
「iPhone を使った社会貢献イベント：パパと子どもで体感！ユニバーサル
デザイン～未来のトイレをデザインしよう」を、ＴＯＴＯ株式会社、
NPO 法人ファザーリング・ジャパンと 2011 年 1 月 15 日（土）に実施します。
■概要
ユニバーサルデザイン＝ひとりでも多くの人がより使いやすく快適である製品
やデザイン。
例えば、駅や街中でよく見かける多目的公衆トイレ、公共施設や商業施設に
あるトイレ。乳幼児連れの家族、高齢者やハンディキャップをもった人と
その介護者にとって使いやすく快適なトイレって？そもそもどうやって
探すんだろう？ そんな疑問にユニバーサルデザインを追求しつづけている
ＴＯＴＯと全国版のトイレマップ「Check A Toilet」を運営する NPO 法人 Check
が応えてくれます。
父親支援の NPO 法人ファザーリング・ジャパンは、普段子どもと一緒に過ごす
時間の少ないパパでも得意なケータイを社会貢献とつなげて子どもと一緒に
学びながら楽しむことができるイベントをご用意しました。親子いっしょに
新しい年を身近な社会貢献活動からはじめてみませんか？
◇日 時：2011 年 1 月 15 日（土）13：00～16：00（3 時間）
◇会 場：TOTO テクニカルセンター（東京都世田谷区桜新町 2-24-2）
東急田園都市線 桜新町駅（西口）より徒歩 7 分
http://www.com-et.com/ttc/facility-guide/tokyo/

◇対 象：小学生（4 年生以上）とその父親。10 家族（最大 30 名）
◇参 加 費：無料
◇申込方法：先着順 ： お名前・年齢・人数・住所・電話（携帯可）を書いて
e-mail（seminar@fathering.jp） か FAX（050-8884-4252）
◇イベントスケジュール
13：00～13：30【講演】
（30 分）
◆多目的トイレとユニバーサルデザインとは？
トイレのプロである TOTO 社員と NPO 法人 Check 代表金子氏からユニバーサル
デザインとは何か？について身近なトイレをテーマに話をしてもらい、
ユニバーサルデザインに必要な基礎知識を親子で身につけましょう。
13：30～14：00【探索・体験】
（30 分）
◆街中で i Phone を使ってトイレを探索！トイレマップを作ろう
（テクニカルセンター周辺）
◆車いすを使って多目的トイレを体験しよう（テクニカルセンター内）
Soft bank から貸与された iPhone 内のソフト「Check A Toilet for iPhone」を
使って、街中にある多目的トイレを探索しトイレマップに登録します。
また、ユニバーサルデザインのトイレを必要としている人の気持ちになって
様々なトイレを体験してもらいます。
14：00～14：15【休憩】
（15 分）
14：15～14：45【取材】
（30 分）
◆多目的トイレを必要としている人たちの気持ちを聞いてみよう
多目的トイレを必要としている人たちとしてハンディキャップをもった人や
乳幼児の育児をするパパなどを招待して、今、困っていることなどを直接
きいてみましょう。
14：45～15：30【創作】
（45 分）
◆未来のトイレをデザインしてみよう
講演、探索、体験、取材を通して得た情報をもとに、未来に必要なトイレを
親子でデザインしてみましょう。
15：30～16：00【提案】
（30 分）
◆みんなの未来のトイレを TOTO に提案してみよう
デザインしたトイレを TOTO に発表して、みんなで未来のユニバーサルデザイン

のトイレのアイディアを共有しましょう。
◇共催：NPO 法人 Check , NPO 法人ファザーリング・ジャパン
◇協力：TOTO 株式会社 , ソフトバンクモバイル株式会社
ニフティ パパスイッチ
◇取材のお申込は下記まで、
電話番号：080-4162-4550 (平日 10:00～18:00)
メール ：report@checkatoilet.com
担当

：金子

■「Check A Toilet for iPhone」について
外出先から「車いす対応トイレ」
「ベビーシート」「トイレ内写真」など
の情報を登録・編集することができる専用アプリです。もちろん、
「多機能トイレ」「手すり」「授乳室」などの情報も検索できます。
【ご利用方法】
〔App Store〕
App Store ＞ カテゴリ ＞ ナビゲーション ＞ Check A Toilet for iPhone
【価格】 無料
■今後の展開
車いすの方・高齢者、またはその家族にとどまらず、小さなお子さんを
連れた家族が「気兼ねなく外出できる社会」を実現していくため、みんな
で「Check」するインターネットプロジェクト「Check A Toilet」の拡大に
向けて、自治体・事業者に対していっそうの連携を働きかけて参ります。
なお、このプロジェクトは国内にとどまらず、広くアジアをはじめとして
世界の各都市との連携も図って参ります。
■ サービス概要
◇Check A Toilet

http://www.checkatoilet.com/

「Check A Toilet 」とは、NPO 法人 Check が運営するインターネットプロ
ジェクトで、自治体・事業者による情報提供や、個人や地域の NPO および
ボランティア団体によるクチコミ情報によって、車いす対応やベビーシート、
駐車施設がある「トイレ」
、「授乳室がある施設」などの情報を維持・管理
していくインターネットプロジェクトです。

◇Check A Toilet モバイル http://www.checkatoilet.com/i/
【対応サービス） ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ
※携帯電話の機種によりご利用できないサービスがあります。
◇Check A Toilet ウィジェット
【ダウンロード方法】
「NetFront Widgets」のコミュニティサイト
日本語 PC 版 http://widgets.access-company.com/jp/
日本語モバイル版 http://widgets.access-company.com/mobile/jp/
の各 URL より「Check A Toilet ウィジェット」を選択
【対応機種】
携帯端末用基本ソフト（OS）：Windows Mobile または S60 を搭載した端末
◇Check A Toilet Gallery

http://www.gallery.checkatoilet.com/

☆トイレ・施設などのデザインを展示するインターネットギャラリー
運

営 ：特定非営利活動法人 Check （NPO 法人 Check）

所在地 ：
「 www.gallery.checkatoilet.com 」
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特定非営利活動法人 Check
http://www.check.or.jp/
代表理事：金子健二
事業体：特定非営利活動法人（NPO 法人）
団体設立：2006 年 9 月 1 日（法人設立：2008 年 1 月 7 日）
事業内容：
(1)トイレマップ制作を通じての市民活動支援事業
(2)バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する情報収集及び情報提供事業
(3)社会貢献活動に関する普及啓発事業
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※記載されている社名・サービス名等は各社の商標および登録商標です。

