
 去る5月30日、出席21人、委任状29人計50人の参加

により、法人通常総会を開催いたしました。定例事業に

加え、 

①地域をつむぐ縁結び人養成塾 

②一宮市市民活動センター共同受託 

③喀痰吸引研修 

など、特徴的な事業報告と約4,270万円の決算につい

て、また、山本勝子理事の退任と山﨑紀恵子理事、加

古朗監事の就任を承認いただきました。 

 25年度の計画においては、改めて設立の初心「より

多くの人々が社会のあり方と市民の役割を深く考える

きっかけをつくる」を想起し、時代の激変に流されない

活動方針を報告いたしました。 

 まず行うべきことは、組織の足腰を鍛えるための次世

代育成とチームマネジメントです。引き続き雇用体制整

備と福祉人材育成・センター運営の2事業について運

営チーム強化、理事会強化、組織内情報共有の深化

等、日常を見直すことから始めています。 

 これまでに培った①協働プラットフォームづく

り「地域円卓会議」方式の伝道②高齢者介護、障

がい者支援、子ども若者支援、教育など地域福祉

＝「公 共」

を担う人材

育成③共生

型居場所づ

くり支援④

市町のネッ

トワークづ

くりの全て

は「地 域 包

括ケアのま

ちづくり」

につながる

ものです。 

 総会後に

行った会員

交 流 会 で

は、20年後

の知多地域

を創りあげ

る NPO の 次

世代に多数

参加をいた

だき、円卓

型で方向性を共有しました。事後、いくつかのNPO

では、組織内研修や会議に活かしていただいてい

ます。 

 25年度は「多様性と包摂性」の場づくりを20年

も前から市民のチカラで実現してきたこの地域の

連携基盤について、より一層整えていくことに邁

進いたします。どうぞみなさまご一緒に。ご支援

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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地域円卓会議普及セミナー 
 

 7/20（土） 10：00～16：00 

        あいちNPO交流プラザ 

 

午前  3つの実践事例（大口・知多・三重県） 

午後  二重円卓を模擬体験 

（内容：地域の公共人材育成 

＝地域包括ケアのまちづくり） 通常総会で、起立し紹介される25年度地域

福祉サポートちた役員 

総会後の会員交流会では、二重円卓と呼ばれ

る方式で、20年後の知多地域を考えた 



２ 

 

■第27回 行動援護従事者養成研修（豊川） 
 

6 月 9 日 に

28名が修了し

た豊川会場を

皮切りに今年

度 も 4 会 場

（豊川市、一

宮市、日本福

祉 大 学 美 浜

校、知多市）

で開催する。 

研修の目的は、行動援護のサービスに従事者の

資質の向上を図ることにより、知的・精神に障害

のある方々の地域生活支援、社会参加を実現する

こと。近年各回約30名の受講申し込みがあり、

研修開設当初と比べると周知されてきた。 

 今回初めての試みとして初日、障害特性の理

解・啓発を目的にした公開講座を設定し、受講資

格の要件を外した聴講生を募集、27名の参加に

つながった。受講生の中には家族・保育士・相談

支援センター職員等が参加し、障がい児・者に関

わる多様な人が共通の理解を深める場として良い

機会となった。 

東三河での開催は、豊川を中心に地域生活支援

事業を展開する「NPO法人ゆう」との協働によ

るものだが、「ゆう」独自の取組として昨年研修

修了生を対象にフォローアップ勉強会を開催して

いる。事例をもとに多様な関係機関をつなげ解決

に向けて検討しながら実践に向けての地域ネット

ワークづくりを進めている。これは、6年間で約

750名が修了した研修のもう一つの成果といえ

る。（五十嵐） 

 

■フォトレポーター募集説明会（知多） 
 

 6月20日 (木 )

一般財団法人

あいちコミュ

ニティ財団の

長谷川さんを

講師に迎え、

地域の魅力を

発信するボラ

ン テ ィ ア ス

タッフの募集説明会が知多市市民活動センターで

行われた。 

 地域情報を写真で紹介する「愛知まちのたね通

信」を住民でつくり合う大切さを共有した後、 

 

NPOの信頼性をテーマに話し合った。フォトレ

ポーター登録最年少の櫻井美緒ちゃん（小5）は

「NPOの話はよくわかりませんが、投稿したく

なりました。写真が大好きなのでがんばりま

す！」と、元気な感想を寄せてくれた。（市野） 

 

■サービスラーニング ＮＰＯと大学との交流 
 

 6月27日(木)

サービスラー

ニング（以下

SL) 交流会を

開催した。SL

受入担当者か

ら「学生たち

への対応はこ

れでいいのか

気 に な る」

「担当の先生

とゆっくり話がしたい」と、数多く寄せられたこ

とがきっかけ。現在SLには関わっていないが今

後、大学との連携を考えるNPOや自治会長3名を

含むNPO（19団体）30名、大学関係者7名が参

加した。 

 まずはじめに、SLセンター副センター長の村

上先生より「日本福祉大学におけるNPO協働型

SL」について、市民活動の現場で学生グループ

が社会貢献活動を企画・実施し、ふりかえること

で自己形成力を身につける学習計画の確認をなさ

れた。続いて野尻先生が、地域との「共生共創」

を掲げた地域連携プラットフォームについての説

明をされ、児玉学部長の乾杯発声よりおいしい食

事で親睦を図りながら意見交流した。 

 ゆめじろうのコロッケ、ネットワーク大府とあ

かりのパン、絆ともやいのシフォンケーキ、Ada

-codaシェフの手づくり品が並び、各NPOが取組

むコミュニティビジネスの料理交流も楽しむこと

ができた。（竹内） 

 

■地域を巻き込むＡｄａ－ｃｏｄａ 
 

 お料理好きのシェフが日替わりで腕をふるうワ

ンデイシェフのお店Ada-codaには、日々いろい

ろな方が来店され、そこから新しい出会いが始ま

り、新しい形が生まれている。 

 昨年の産業まつりの際、訪れた子ども連れの方

に「親子でゆっくり食事ができて良かった」とい

う声から、お客様をママと子どもに限定し、読み

聞かせとランチをセットにした企画 “ママと子 

ＳＵＰＰＯＲＴ ＮＥＷＳ 

荻野さんの障がいを擬似体験で理解す

る講義に聞きいる受講生ら 

市職員、農業者、学生、NPO、JC等12名

の参加者が、NPO活動について話し

合った 

「大学と繋がることができた」「NPOの人

の話は面白い」等の感想が寄せられた 
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どものランチタイ

ム”が生まれ、月1

回定期開催してい

ます。読み聞かせ

は 地 域 の ボ ラ ン

ティア団体の方が

担当し、多くの方

が関わり運営して

い る。ま た、「こ

のお料理はどうやって作るの？」という声に応え

て始まったお料理教室では、シェフから先生に役

割が変わり、新しい自分発見につながっている。 

 そして、地域とのつながりを模索していた知多

翔洋高校の先生との出会いは、南粕谷ハウスで開

催された「きんかんジャムコンテスト」につな

がったご縁から、8月に高校生レストラン開店の

運びとなった。 

 Ada-codaが始まって10周年となる今年、いろ

いろな方との出会いが地域に広がり、新しいスタ

イルが動き出している。（竹内ゆ、海老原） 
 

☆★高校生レストランのご案内★☆ 

シェフ：知多翔洋高校 家庭科クラブ 

と き ：8月6日（火）～9日（金） 

 
 

 

 

 

 

∴*・☆.．*゜.☆:* ・*:・゜.．☆.．*゜☆:*・: 

  新会員紹介  ☆ご入会ありがとうございます☆ 
 

  【正会員/個人】  鈴木信重 様 
 

 ☆・*:・∴*☆.．*゜.☆:*・:・*☆゜:・゜.．☆ 

  
 

阿久比町 総務部政策協働課 協働推進係  

                    主任 廣口洋輔さん 
  

「まちづくりという大きな

テーマの中で、大切なこと

を住民の皆さんと一緒に築

き上げていくこの仕事は、

強い責任を感じると同時

に、他にはない達成感も感

じます」と 10 年を振り返

る。教育委員会社会教育課

から総務課庶務係で選挙管

理委員会、条例改正、法規を担当し現在に至る。 

 「住民税1％町民予算枠制度」の準備を政策協

働課の前進である総務課で進めていたとき県社会

活動推進課に相談しNPO研究会へ参加、一宮市

の市民が選ぶ市民活動支援制度を学んだ。「行政

を頼りにしない自立した市民活動」を実践してい

る(N)志民連いちのみやの星野さんとここで出会

い、その言葉が今も心に響くという。 

 24年度から本制度が施行され募集・採択された

「わくわくアイデア事業」「わくわくコラボ事

業」を今年度実施するために庁内協働を進めなが

ら、制度周知のために子育て支援センターや市民

活動団体の現場へも奔走。そこから、提案された

テーマごとに話し合いの場を設置し、課題や目的

を共有すること・お互いが理解し合うことの必要

性を改めて実感する。 

 共有する地域課題解決のためにNPOと地縁、

行政を結ぶ場のセッティングから、出会ったとき

の言葉添えを考えながら地域の縁を結ぶ職員とし

て中間支援力を磨きつつ、「阿久比はこれから始

まりますよ！」と力強く結んだ。（市野） 

ＮＰＯ担当職員リレー 

■２０１３年５月号2頁 サービスラーニングNPO現場見

学バスツアー記事の訂正のお詫び 

   （誤）日本福祉大学地域福祉コース４つ 

   （正）26日岡ゼミ2台、27日村上･野尻･松下ゼミ3台   

■夏季休暇のお知らせ 
 

  8月11日（日）～8月15日（木） ※FAXは稼働  

✿会員団体紹介✿ 
 

        『KISSサイエンス』 
 

 知多市で結

成された女性

たちのグルー

プで、思春期

の子どもの心

とからだにつ

いて考え学び、同じ悩みを抱える親が情報交

換をしながら支え合うために結成された。       

 今年度はミニミュンヘンをお手本にした

「こどものまちインちた」を知多市青少年会

館で12月22、23日に開催する。写真は6月29

日第1回応援団会議の様子で、クラブも地域

も異なる高校生5人、外国籍児童の学習支援

者、サッカー指導者らが応援団として集まっ

た。NPO法人菜の花こどものいえスタッフ

からアドバイスを受けて運営とサポートにつ

いて注意点等を話し合った後、まちを運営す

る小学生の募集チラシを作成した。（市野） 

飛び出す立体絵本にビックリする

子どもたち 



ＮＰＯ現場見学バスツアー 
  

 【7/25  事例から考える協働】 
 【8/22 市民ニーズはどこにある？】 

 9：30集合10：00出発～16：00帰着 

         （解散は16：30） 
 

   参加費：5,000円  （担当:江端） 

 

■「第８回企業＆ NPO 協働アイデアコンテスト」 

   エントリー受付が始まりました！ 
 

<内容>今年もNPOによる「企業とNPOの協働アイデア」の募

集が始まりました。企業と一緒に協働することで活動も拡が

ります。アイデアをお持ちのNPOみなさまからの、まずはエン

トリーをお待ちしております。 

<応募条件>富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、

三重、滋賀に所在するNPO団体（法人格の有無不問） 

<助成金>最優秀賞20万円、優秀賞10万円、特別賞5万

円（以上各1団体）、奨励賞3万円（2団体）協働実現で追

加助成10万円 

<日時>エントリー：7月31日（水）まで、アイデア募集：8月1

日（木）～31日（土）、最終選考会：10月17日（木）15時～ 

<場所>名古屋商工会議所2Fホール 

<連絡先>（N）パートナーシップ・サポートセンター（担当：山

崎） ☎052-762-0401 http://www.psc.or.jp/  

<そのほか>昨年度は、第６回最優秀賞のわおん♪、第7回

最優秀賞のジョイフルが、みごと協働を実現し、追加助成を

受けられました。現在も1団体から助成申請のお話をいただ

いています。協働事業が実現するようフォローアップも行い

ます。ご質問お問合せはお気軽にご連絡下さい。 

 
■♪音楽療法実技研修会（沢田音楽療法） 
 

<日時>10 月 12 日（土）13 日（日） 

<会場>東海市加木屋水利会館 2 Ｆ 

<参加費>一般30,000円／学生25,000円<定員>15名 

<申込>沢田 ☎ 0562-34-4516 

 
■介護職員初任者研修 
 

[土日祝コース] 9 月 7 日（土）開講 （修了 12/23） 

[平日コース]  10 月 1 日（火）開講 （修了 12/17） 

<受講料>65,000 円（授業料、実習費、消費税込） 

      テキスト代別途 4,200 円 

<会場>（Ｎ）ネットワーク大府１階 研修室 

<問合>大府市森岡町一丁目 30 番地（担当：森川） 

     ☎ 0562-44-3735     

<そのほか>詳しい日程等お気軽にお問い合わせください。 
 

 

■サマ―アタック２０１３特別企画「エンディングノート」 
 

誰もがいつか必ず迎える人生の終わりのとき、あなたは誰

に何を伝えますか・・・大切な人と是非ご覧ください。  

<日時>7月20日（土） 午前の部11:00-12:30（開場10

時）、午後の部 14:00-15:30（開場 13 時半） 

<会場>アイプラザ半田（半田市民病院北） 

<チケット代>大人 1,000 円 小･中学生 800 円 

<問合>（N)共育ネットはんだ（水野）090-8079-8809 

  

■人にやさしいまちづくり上映会～聴こえない、聴こえにく

いってどんなこと～  知ってほしいな、聴覚障害のこと 
  

<日時>7 月 23 日（火） 13:30-15:30（開場 12 ： 45 ～） 

<会場>名古屋市立大病院 中央診療棟 3 階大ホール 

<そのほか>無料  定員 320 名申込不要       

<問合>（N)すけっとファミリー（北嶋）052-861-6047 

     瑞穂区社会福祉協議会 052-841-4063 

 
■バイト募集！  学童保育指導員 （2名） 
 

<内容>学童保育指導員業務（子どもと遊ぶ、勉強をみる、

プール付き添い等） 

<期間>7月22日（月）～8月6日（火） ※土日除く12日間 

<勤務時間>9：00～18：00（1時間休憩）   時給：760円 

<保険>スポーツ保険に加入           食事：持参 

<連絡先>半田市向山町1-50 （N)菜の花 放課後児童ク  

 ラブこどものいえ（新美） ☎0569-89-0414 

 

■急募！  こじろうスタッフ （2名） 
 

<内容>こじろう（放課後等デイサービス）は、障害のあるお

子さんが、学校がおわってからの2時間または長期休暇中

の数時間を過ごす場所。子どもに興味のある方、障害児支

援に関心のある方、未経験者でも大丈夫です！ 

<勤務日>月火水木金の平日（祝日は休）のうち2日以上働    

      ける日がある方 

<勤務時間>平日 14：00～18：30、子どもたちが長期休暇    

        の時は 13：00～18：30     時給：800円 

<資格要件>運転免許がある人 

<連絡先>（N)ゆめじろう（榊原） ☎0569-72-0012 

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 

478-0047 知多市緑町12-1 

知多市市民活動センター1階 


