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地域福祉サポートちた 10 周年
地域の実態を知り大いに語り合い、一人ひとりの“想い”

サービスラーニング始まりました!！

“したい”自己実現を組織に、社会につなげ明るい未来

4月から新しい

にチャレンジできる学びの場になることを願っています。

事 業、サ ー ビ ス

さらに、当組織としても10周年という節目に教育機関と

ラーニングが始

つながったことは、これまでの現場からの問題意識が時

まりました。各団

代の要請と共に重なったように思います。5年前、我々が

体の理解、協力

調査した福祉ＮＰＯの教育力が、今実証されてきていま

を得て7月から

す。

学生達の実際

もう一度原点を振り返りこの「教育」の問題を地域自治

の活動が始まり

にかさねＮＰＯの現場から未来につながるメッセージと

ます。これまで合同授業、現場見学、クラス別、団体別等

して届けていきたい。そして持続可能な社会システムと

の事前学習を進めてきました。大学のプログラム作りも

しての基盤作りに様々な“協働”の動きが行政、市民の

大学側始めＮＰＯの現場から、またサービスラーニング

意識改革に連動し、新しいつながりの始まりになることも

研究者の立場からの協議と確認で進めています。

願っています。

一方、学生達もこの授業の学びに初めのころは大変

代表理事 松下典子

緊張感と戸惑いの様子が声と共にありました。その一つ

サポちた10周年記念事業

の声が「考えることが難しい」でした。現場の様子も分か
らない学生達にとって当然のこと、これまであまり意識し

■８月２日■
11:00～ 記念セレモニー

たことのない新しい世界、そこから始まっています。
3ヶ月たって、明らかに学生達の表情と授業中の声に
変化が見られるようになりました。ＮＰＯ側もこの学びの

13:00～

趣旨を理解し学生はじめ大学と地域、ＮＰＯの新しい関

映画「降りてゆく生き方」上映

係性のなかで新しい学び方を創りあっていきたいと考え

会場：半田市福祉文化会館（雁宿ホール）
映画チケット￥1,500で販売いたします。

ています。
知多半島のそれぞれの現場は10年以上の経験と蓄
積を持った団体です。市民（団体のスタッフ）と学生達が

16:00～

鼎談

みなさまのおかげで、ＮＰＯ法人地域福祉サポートちたは、今年10周年を迎えます
１
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１３８いちのみや

東海市男女共同参画推進フォーラム

一宮市では21年度より「市民が選ぶ市民活動支援

21年度の委託事

制度」が始まった。個人の市民税課税額の1％相当額

業、東海市男女共

を18才以上の市民の数で割り算出し、市民がこれを

同参画推進フォー

支援したい 団体 に投票する制度。これに呼応して

ラ ム（1/17 開 催）に

「138NPO～一宮の市民活動育ちあいネット～」が市

向けての協議の場

民の側で設立され、市民活動団体としての基礎を学

が6月4日（木）知多

び、啓発するセミナーの第１回が5月1６日（土）一宮市

市市民活動セン

民会館大会議室にて開催された。

ター会議室にて開催された。

Ada-codaの事例より、活動の公益性・地域性とは何

市民、NPO、企業、行政それぞれの立場で「ワークラ

かをテーマに講演、地域で市民活動をしていく上で

イフバランス」を実現するためのまちづくりビジョンを共

大切なことをグループワーク形式で意識の啓発を

有することを目的として行ったもので、第1回目の参加

図った。

者は19名。まずは課題を共有するためにグループ

この場で初めて出会う団体もあり、互いの活動にま

ワークで個人レベルの現状を話し合った。

ずは協力しあうことからとの意見も多く、具体的な公益

職種によっては厳しい現状がある反面、仕事と生活

を語り合った。（市野）

または家庭における自分の生き方に意識の変化があ
り、「子どもを産んでも私は仕事を続けられる自信があ

「また会いたい！！」

る」という意見からも世の流れに変化を感じた。（市野）

と思われる人になろう☆

～マナー講座初級編～

第8期NPOマネジメントセミナー
今年度も引き続き、マネジメントセミナーが5月15日

6月24日（水）、

にスタートした。第1回目は地域福祉サポートちた代表

知多市勤労 文

理事、松下典子を講師に「住民自治のための市民経

化会館でマ

営」と題し開催。第7期をふりかえりながら、市民の活動

ナー講座が行

拠点が公共の場につながった人の関係性、組織の関

われた。講師と

係性は何か何かを話し合った。参加者は7名。NPO関

してきらゆめの

係者に加え、知多市市民活動推進課課長の参加もあ

戸田愛さんを

り、大いに盛り上がった。

招き、愛知県内

講座では、「自己責任とは何なのだろうか？」という

各 地 か ら 17 名

問いかけがされた。現在は、自分さえ良ければあとは

が参加された。

知らない。知らないところは行政がやればいいと考え

講座は、アクティビティを織り交ぜ、終始楽しい雰囲

る人が多くなった。そのため、市民が行政の役割を見

気で行われた。言葉やジェスチャーを使わず、人に想

出せなくなっているようだ。

いを伝えたり、その思いを受け取る方法をゲームなど
の体験を通じ伝えられ、人間関係を築いたり、人と関

財政が破綻した今、放棄してきたツケを修正するの

わる上で、大切なことを教えていただいた。

は大変だが、私たちが出来る解決の道を人とのつな

あっという間に２時間が過ぎ、参加者の方は笑顔で

がりの中から見出していかなければならない。

帰られた。今回の講座は大変好評だったので、次の中

（市野）

級編が楽しみである。（後藤）
２
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充実しており、調理室も広く、機器もそろっていた。大府

ゆいの会文化祭
～オカリナ演奏会に参加して～

市民活動センターは、入ってすぐ左がドアのない交流ス
ペースになっており、入りやすい感じがした。
知多市は行政、社協、NPO法人が市民活動センター
の中に事務所を構え、人の出入りがとても多い。この開
放的なスペースが、これからどのような市民の方々に利
用されるのか楽しみだ。（竹内）

＜サポートちた事業予定＞
ホームヘルパー２級養成講座
～夜間コース始まります～
６月２０日・２１日にNPO法人ゆいの会で行われた文
化祭では、バザーやふれあい活動が同時に催されたく
さんの人で賑わっていた。オカリナ演奏会では、サロン
で練習を重ねてきた「ゆいサロン」の利用者さんとヘル
パーさんが一緒になり、「バラが咲いた」「瀬戸の花嫁」な
ど全９曲を演奏された。

＜講座日程＞ 7 月 18 日～ 10 月 23 日
＜時間＞平日 18 ： 00 ～ 21 ： 00
土曜 9 ： 30 ～ 16 ： 30 又は 18 ： 00 ～ 21 ： 00
＜会場＞ 講義：雁宿ホール
演習：日本福祉大学半田校
＜募集人数＞ 40 名（先着順）
＜受講料＞ 52,000 円

サロンでは、演奏を目当てに来場された人、喫茶コー

行動援護従事者養成研修講座

ナーでコーヒーを楽しむ人、陶芸や手作り品を販売する

行動援護とは、知的障がい・精神障がい・発達障が
い（自閉症など）の地域生活支援サービスです。

人などが集いオカリナの音色に合わせて合唱！そこに
口コミで誘われた地域の方々が加わり楽しそうに交流し
ている様子は、まさに地域のたまり場。普段の交流がさら
に広がるお祭りは、新たな“出会いの場”となっていた。
（五十嵐）

大府市民活動センター見学
5月13日(水)、サポー
トちたとボランティアセ

＜日程＞
8 月 27 日（木）～ 29 日（土）
＜会場＞
日本福祉大学美浜校
＜募集人数＞ 40 名（先着順）
＜受講料＞ 20,000 円

・・・サポートちた10周年・・・
会員団体のみなさまへのアンケートから
知多半島だからこそ！という出来事は？？
●みんなが身近にＮＰＯを立ち上げている

ン ター、知多市 役所、
NPO 法 人 ち た 塾 の

●できることを形にしている

方々と共に、大府市民

●ＮＰＯの横のつながりが充実している

活 動 セ ン タ ー「コ ラ ビ

●里山を歩くなど・・・

ア」に見学に行った。

恵まれた自然を生かした行事ができる

建物は、新しく建てられ、センター内には交流スペー
ス、団体活動室、印刷室、調理室、相談室などがあった。

などなど、多くの方から貴重なご意見をお聞きする事

印刷室には製本機、裁断機など資料を作成する機械が

ができました。ご協力ありがとうございました。

～ Ada-coda からのお知らせ ～
ワンデイ・シェフ随時募集しています。興味のある方、一度ご連絡ください。 担当：市野

３

サポちた インフォメーション
会員さんなどから集まる情報をお知らせします。お気軽に情報をお寄せ下さい。

すけっとファミリー
夏祭り☆流しそうめん

ガムテープやセロハンテープの芯を
集めています！！

NPO法人すけっとファミリーでは、地域交流事業として、
毎年夏祭りを開催しております。広い庭に流しそうめんの
竹をセットし、みんなで楽しく、美味しくいただきます。流し
そうめんの他にも、カキ氷、綿あめ、ジュースを用意してい
ます。子ども達に大人気のプールもあるので、ご家族みん
なで遊びに来ませんか？？
日時：平成21年7月11日（土） ※雨天時 12日（日）
場所：デイサロン松栄（名古屋市瑞穂区松栄町1-85）

NPO 法人だいこんの花では、デイサービスなどを利用
される方が作る手づくり品の材料として、ガムテープやセ
ロハンテープの芯を集めています。
この手づくり品は、今年の９月に行われるファンドレイジ
ングイベント愛フェスで物販される予定です。
各団体などでテープの芯がありましたら、回収にご協力
ください！！また、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ： NPO 法人だいこんの花
TEL ： 0562-36-0228（担当：荒木）

お問い合わせ：NPO法人 すけっとファミリー
TEL：052-861-6047

ヘルパー講座で使用する
車イスを探しています！！

ペットボトルキャップを
集めています！！

使わなくなった車イスありませんか？？サポートちたで
は、講座などで使用する車イスを探しています。

NPO法人生活支援センターわたぼうしでは、毎年８月に
わたぼうしの子どもたちで作るお祭り「わたっこ祭り」を
行っています。お祭りの大きな取り組みとして、ペットボト
ルキャップを集めてのワクチン支援をしています。
ペットボトルキャップを800個集めるとポリオワクチン１つ
と交換が出来ます。ご協力お願い致します。
お問い合わせ：NPO法人 生活支援センターわたぼうし
TEL・FAX：0569-26-4554（担当：大田）

問い合わせ： NPO 法人 サポートちた
TEL：０５６２-33-１７４３（担当：竹内）
☆耳より情報☆
サポートちたでは、マイクセット・プロジェクター・ビデオ
の貸し出しができます！！各１日 1,000 円で貸し出して
いますので、お気軽にお尋ねください！！

ちょっと読んでくぅ～?!

ＮＰＯ現場見学バスツアーの
ドライバーを探しています！！

☆この人だぁれ☆

ＮＰＯ法人地域福祉サポートちたでは、ＮＰＯ現場見学
バスツアーのドライバーを探しています！！大型免許を
取得している方で、２ヶ月に 1 度程度運転をしていただけ
る方を募集しています。
問い合わせ： NPO 法人 サポートちた
TEL：０５６２-33-１７４３（担当：後藤）

ＮＰＯ現場見学バスツアー
7月21日(火) 9:30～16:30 定員8人
8月20日(木) 9:30～16:30 定員26人
参加費 5,000円(昼食代別途)
第8期マネジメントセミナー
■成熟した市民社会を目指した新たな展開■
7月17日(金) 13:30～15:30
「イメージキャラクターを用いた広報」

バイタリティあふれる、かっこいい○○は苦手なものがあ
るんです！！
それは･･･
････････さしみ･･･
意外でしょ～（ウフ）
わかった人は、サポちたに来るといいことある
・・・かも（笑）

478-0047 知多市緑町12-1
知多市市民活動センター1階
Ｔｅｌ
0562 (33) 1631
Ｆａｘ 0562 (33) 1743
Email spchita@ams.odn.ne.jp

ＵＲＬhttp://www.cfsc.npo-jp.net
４

