
 明けましておめでとうございます。 

「10周年記念事業」のまとめの講演会となったこの

表記のタイトルは、21世紀の市民社会の市民とし

て、また地域活動する一人ひとりにいただいた「問

い」でありメッセージである。 

 新しい時代は確実に未来に向かって動いている。

それは地域活動の現場から多元的多様なつながり

となった動きとして顕著に見えてきた。まさに協働

のつながる姿として進化している。そのプロセスは

市民一人ひとりの市民性を育み市民社会を構築し

ていく主体となっている。 

 今年度始まった大学におけるサービスラーニン

クﾞもこの学びとしてのNPOの現場である。1年近く

現場と共に学びあってきた活動報告会では、その意

識変化を目の当たりにした。ものの見方、考え方、

伝え方で人は変わる。記念講演会の中で紹介された

言葉に「社会は良くも悪くも常にその人々によって

創られ創りかえられるものである。それは、あるも

のにとっては面倒な責務ととられるが、他の人々に

は偉大さを呼び覚ますものなのだ。－John Gardner」

の言葉に重なる想いがあった。 

 まだまだ脆弱なNPOではあるが、つながる社会資

源から新しい社会づくりの関係性へと再編し協働

の現場やネットワークの連携が地域の人や組織と

さざなみのように連動し大海原へとつながり社会

の変革の波と

なってきた。 

 NPO と 行

政、社協、地縁

団体の関係性

もさまざまな

角度から見

直しや連携

が始まっている。地域の風景は変わらない当たり前

の日常であるが、なぜかそんなつながる関係から新

鮮に見えてくる。 

 今、私たちはどんな暮らしに、またどんな社会に

したいのか？市民自らの学びと実践、選択にかかっ

ている。これからの10年、真に市民主役の地域づく

りの新しい始まりと強く思う。本年もどうぞよろし

くお願いいたします。(松下） 

 

介護予防の居場所拡充策 

    をまとめた“協働ロードマップ”について    
  

 ～NPOと行政の意見交換会～ 
 

日時： 2月 19 日（金） 13:30-15:30 

会場：知多市福祉活動センター（社協） 

参加費：無料 
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 家族、コミュニティ、市民社会の市民として 

今、私たちに問われているものは何か？？ 

上野真城子さんによる10周年記念講演 
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地域包括支援センターと福祉 NPOのシンポジウム

「足らないサービスをどうつくる？」 
 

ハート&ハンズは、独立行

政法人福祉医療機構「長寿・

子育て・障害者基金」の助成

事業として10月からスタート

した。 

 内容は、知多半島5市5町に

おける地域包括支援センター

とNPOがネットワーク会議を

開催し、【福祉のある優しい

我がまち「地域力創出」】を

目的とし、地域の日常生活支

援の中で見えている課題の意

見交換会を実施した。3回目の12月15日は、2回の

協議内容(在宅を支えるためのインフォーマル

サービスの抽出及び連携づくりのための課題)を

踏まえながら、包括・NPOそれぞれの団体から見

える現状を「足りないサービスをどうつくる？」

と題し、シンポジウム形式で発表した。  

 また、全国のモデル3地区のうちの一つとし

て、知多地区を対象としたアンケート、【既存の

サービス団体実態調査・ネットワーク調査】(回

答率約20%)が完成し、この日資料提供できた。こ

れからの動きとして、地域包括支援センター職員

対象に、NPOの実際の活動を見て理解を深めても

らおうと、NPO現場見学バスツアーを1月18日に予

定している。 

 今後急増する高齢者が、住み慣れたまち・家で

安心して老後を過ごすために、包括とNPOさらに

は地縁組織がつながり、日常的な見守りを地域全

体でできるネットワークづくり目指す。各市町の

NPOを中心に関連組織に呼びかけ、地域独自の

ニーズに沿ったサービスを検討し、ネットワーク

づくりが動き始めた。（市野） 
 

わいわい学習会 

 

11月5日（木）、サービス提供責任者・たすけ

あいコーディネーターの情報交換会を開催した。

当日の参加者は8団体で13名。 

前半は、ＮＰＯ法人ゆめじろうの小藤さんか

ら、「コーディネーターが現場の情報を整理しア

セスメント力を備えること、サービスやヘルパー

間の連携があることで、真に必要なサービス提供

が実現する」という話がされ、後半には、お茶と

ケーキを頂きながら、日ごろの困り事や他団体に

聞いてみたいことなどざっくばらんな意見交換が

行われた。 もーちゃんハウスを初めて訪れた方

も多く、終了後には現場見学も行われた。今後も

会員団体の会場を借り、定期的に情報交換会を開

催し、ネットワークの福祉力アップにつなげてい

きたい。（五十嵐） 

 

 

 

 

 

 

知多地域市民活動センター・ 

ボランティアセンター情報交換会 
 

11月22日午後、大府市、半田市、常滑市、知多

市の市民活動センターや社会福祉協議会のボラン

ティアセンタースタッフの情報交換会を開催し

た。参加者は10人。主にセンター運営について両

者の連携が必要となってきている中、大府市の

「地域のキーマンを育てる」青春大学の取り組み

や、23年度にセンター運営事業を社会福祉協議会

に委託する半田市の「社協が市民活動をサポート

する」しくみについて意見交換がなされた。また

半田市では、現市長マニフェストに上がった「市

民活動に1億円施策」の推進会議が始まるとの情

報も伝えられ、市民力を活かすしくみをセンター

としてどう作っていくかが課題だと話された。Ｎ

ＰＯよりも社会福祉協議会のほうが地縁型組織に

つながっていることが多いが、住民自治の視点は

ＮＰＯにあるため、

いろいろな組織がセ

ンターという同じ場

所にいて、それぞれ

の強みを活かしてい

くことが求められて

いる。(岡本) 
 

 

積水ハウスバスツアー 

  

11月24日（金）、京都にある積水ハウス総合住宅

研究所納得工房にて研修が行われた。参加者は、

約30名。 

 現在、社会福祉法人むそうと積水ハウスと共同

で、厚生労働省の研究事業「行動援護対象者およ

び重度心身障害者のケアホームへの移行における

ＳＵＰＰＯＲＴ ＮＥＷＳ 

シンポジウム後の様子 
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 NPO現場体験研修（愛知県） 
 

前川陽介さん（西三河農林水産事務所）11/11～

11/18 
 研修では運動クラブふぃっとのボ

ランティア、現場体験研修、バスツ

アー等様々な体験をさせていただき

毎日が新鮮でした。印象的だったの

は研修で出会う全ての人がとても活

き活きとしていてエネルギーに満ち

ていたことです。サポートちたの職

員さんはもちろん、訪れるNPO法人全ての職員が地

域をもっとよくしていきたいという高い志から、自

発的に自分を抛って働いており、人が人のために一

生懸命になれるという事実に感動させられました。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

西村友里さん（愛知県芸術文化センター愛知図書館）

11/16～11/24 

 研修では、様々なＮＰＯ団体と

関わることができ、とても有意義

な６日間となりました。 

 バスツアーやゆいの会での体験

研修、ＮＰＯマネジメントセミ

ナー等を通し、人と人とのつなが

り、助け合いの大切さと必要性を

改めて実感しました。また同時に、ＮＰＯと行政の

役割、そして公共サービスのあり方を考える良い

きっかけとなりました。   

 今回関わらせていただいたＮＰＯ団体では、皆さ

ん活き活きとしており使命感や誇りを持っていらっ

しゃいました。そんな姿を見て、私も県職員とし

て、より一層高い意識と責任感を持って仕事をして

いこうと思いました。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田昌孝さん（西三河福祉）12/9～12/16 

 6日間の研修では、ケーススタ

ディ型職員研修、サポートちた10

周年記念講演会への参加をさせて

頂きました。また“だいこんの

花”での現場実習もさせて頂き、

内容の濃い研修となりました。職

員研修には行政職員も多く参加さ

れており、共に協働について考え

ました。10周年記念講演では、はるばる神戸から参

加をされている方々がみえ、そのつながりの広さに

驚きました。 

 今回の研修では「人と人とのつながり」をとても

近い位置で感じさせて頂くことができ、それが点か

ら線、線から面へと広がりを見せてネットワークが

形成されていくことを学ばせて頂きました。研修を

終え、私自身も人と人とのつながりを大切にし、自

分の地域のNPOについてもっと知りたいと思いまし

た。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

中村昌博さん（瀬戸保健所）12/14

～12/21 

 研修では、新たな気づきや、発

見をすることができました。地域

住民が主体となって行われていく

市民活動の時代になり、市民活動

はこれからの地域活動を担ってい

くことを知りました。そこに行政

支援を行うことで、地域に必要な

支援を実効的で効率的に行うことができることも分

かりました。その結果、地域の住民にとってより住

みやすい街が提供でできることを学びました。ま

た、地域の高齢者のために使いやすいサービスを提

供するためには、関係機関それぞれが連携して問題

を解決していく必要性を知ることができました。 
 

豊川市NPO短期派遣研修 
木内久晃さん（健康福祉部福祉課）

11/6～12/24 

今回の研修は、NPO入門講座や知多地

域成年後見センター現場実習、サ

ポートちた10周年記念講演、NPO現場

見学バスツアーなどに参加させてい

ただきました。そこでは、NPOのス

タッフやこれから地域コミュニティ

を作っていこうとしている方、行政職員などいろい

ろな方と接することができ、とても有意義なものと

なりました。 

誰もが自分の望む地域で自分らしく生き、心豊

かに幸せに暮らしていく地域をつくろう！という熱

い思いを持った方々とお話しする中で、活動に対す

る思いや行政との協働について率直なご意見を伺う

ことができました。 

今後ますます多様化し、解決の迅速化が求めら

れるであろう市民ニーズ（地域の課題）に対して、

行政だけで対応を考えていくのではなく、幅広く地

～ 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 



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■ 

1月15日(金) 13:30～16：00   

「地域たすけあいセンター絆新設」 

     講師：山崎紀恵子（NPO法人絆） 

2月19日(金) 13:30～15:30 

～NPOと行政の意見交換会～「要介護状態にない

高齢者が利用できる地域の交流の場」 

をテーマとした協働ロードマップについて 
 

ＮＰＯ現場見学バスツアー 

   1月19日(火) 9:30～16:30 定員8人 

   2月18日(木) 9:30～16:30 定員26人 

                    参加費 5,000円(昼食代別途) 

 

行動援護従事者養成研修講座 
 

＜講座日程＞  1月 16日(土)9： 45～ 17： 00 

       1月 17日(日)9： 30～ 17： 30 

       1月 24日(日)9： 30～ 17： 45 

＜会場＞ 知多市市民活動センター 会議室 

＜講師＞ 荻野ます美（NPO法人ゆう副理事長） 

     西鶴園弥生（NPO 法人とーたす理事長） 

     出口晋（NPO法人ゆめじろう理事長） 

＜募集人数＞ 40 名（先着順） 

＜受講料＞ 20,000 円（テキスト代込） 

＜問合わせ先＞ 

 NPO 法人地域福祉サポートちた（担当：五十嵐） 

  TEL: 0562-33-1631 FAX:0562-33-1743 
 

東海市男女共同参画推進フォーラム事業  
地域で支えあうワークライフバランス 

 

＜日時＞    1月 17日（日）13： 30～ 16： 15 

＜プログラム＞①講演会 13： 30 ～ 15： 00 

 「私のバランス 

   ～地域とつながる心地よい生き方～」 

 講師：堀田 力氏(さわやか福祉財団理事長） 

      ②シンポジウム 15： 10～ 16： 15 

＜会場＞ しあわせ村 多目的ホール 

＜募集人数＞ 40 名（先着順） 

＜申込締切＞平成 22年 1月 12日（火） 
※フォーラム中、無料にてお子さんをお預かりいたします。

ご希望の方はご予約をお願いいたします。 

 

＜問合わせ先＞ 

 NPO 法人地域福祉サポートちた（担当：市野） 

   TEL: 0562-33-1631 FAX:0562-33-1743 

 東海市役所 市民協働課 男女共同参画担当 

  TEL ： 052-603-2211 FAX： 052-603-4000  

 

ホームヘルパー２級養成講座 

＜講座日程＞ 1月 21日（木）～ 4月 20日（火） 

実習期間:3月 8日～ 4月 9日 終了式： 4月 20日 

ガイドヘルパー養成講座 

＜日程＞ 1 月 30日（土）・2月 21日（日） 

         28 日（日） 

    終了式： 4月 20日 

※詳しくは下記までお問い合わせください。 

＜問合わせ先＞ NPO 法人ネットワーク大府 

 TEL ： 0562 ‐ 44‐ 3735  

  FAX ： 0562 ‐ 44‐ 2953 
 

放送大学・放送大学院 

   平成 22 年度４月入学者募集中 
 

 放送大学では、15 歳以上の方ならどなたでも

無試験で入学できます。大学卒業（学位取得）を

目指すだけでなく、短期間在学して、好きな科目

を１科目から学ぶことができます。 

＜出願期間＞ 21年 11月 15日～ 22 年 2月 28日 

＜お問い合せ＞放送大学本部  

TEL：0120‐864‐600 FAX：043‐297‐2781 
 

福祉実務者向け耐震化啓発ＤＶＤ 

         差し上げます！！ 

 愛知県では、19年度に作成した福祉実務者向け

耐震化啓発ＤＶＤをヘルパー研修などで活用し

てくれるＮＰＯを探しています。ＤＶＤは県内

市町村に配布されていますが、まだ20本ほど

残っており、福祉現場で働く方の研修機会に

使っていただけるＮＰＯに送付してもらうこと

ができます。送付希望のＮＰＯは、下記までお

知らせ下さい。 

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。 

４ 

Ｔｅｌ     0562 (33) 1631 
Ｆａｘ    0562 (33) 1743 

Email   spchita@ams.odn.ne.jp 

478-0047 知多市緑町12-1 

知多市市民活動センター1階 

ＵＲＬhttp://www.cfsc.npo-jp.net 


