
　7 月 22 日に開催した「名刺から学ぶ NPO のデザイ
ンのつくり方」の講師、デザイナーの林田全弘さんに
よる「和歌山県内の NPO のためのデザイン無料相談」
が 9 月からスタートします。
　関西を拠点に「NPO 活動を応援するデザイナー」と
してご活躍の林田さんの無料相談、是非ご利用下さい。
◆日　時　毎月 2 回　18:30 ～ 19:30
　1 回につき 1 団体のみの受付です。開催日は、月に
異なります。翌月の日程が決まり次第、和歌山県 NPO
ホームページ「わかやま NPO 広場」でご案内します。
◆場　所　わかやま NPO センター事務所（和歌山市美
園町 5-6-12、JR 和歌山駅徒歩 3 分・みその商店街内）
◆相談内容　NPO（法人格の有無は問いません）のデ
ザイン全般。チラシ、リーフレット、ウェブサイトなど、
媒体の種類は問いません。
◆申し込み方法　和歌山県 NPO サポートセンターに電
子メールでお知らせ下さい。事前ヒアリングシートを
お送りしますので、ご記入のうえ、返送ください。こ
のシートをもとにご相談をお受けします。
◆備　考　受付は先着順になります。

表紙：特集「和になろう」／交流センター「太田の郷」
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p.2  ：新規設立 NPO 法人紹介、助成金・イベント情報

p.3  ：サポートセンターからのお知らせ・ご案内
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和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 県民活動団体室
（和歌山県庁本館 2F）
TEL：073-441-2053　　FAX：073-433-1771
メール：e0313002@pref.wakayama.lg.jp
URL：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

和歌山県NPOサポートセンター
（和歌山ビッグ愛 9F）
TEL：073-435-5424　
FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp
URL：http://www.wakayama-npo.jp

【受付時間】
火曜日～土曜日　 9:00 ～ 20:50
　　　　　　　　　（21:00 閉館）

日　曜　日　　　 9:00 ～ 17:30
【休館日】月曜日・祝祭日・
　年末年始（12/29 ～ 1/3）

NPO のご相談は

　世界遺産をはじめ歴史・文化に恵まれ、美しい自然が多い那
智勝浦町に交流センター「太田の郷」があります。
　高齢化や過疎化などの地域課題解決と集落の維持・活性化の
ため、旧太田村の 10 区長を中心に「寄合会」を形成し、総務
省の 2015 年度「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」
に申請し、認可を受けることができました。
　「寄合会」では、和歌山県や那智勝浦町の行政をはじめ各企業・
団体の協力のもと７つの事業団体があり、体験農園・収穫祭・
農産物のブランド化・地域内外への情報発信などの多様な事業
を展開しています。

地元の食材を使った豊富なメニューで人気！
木造校舎のお食事処「太田川のめぐ味」
　寄合会は今年 4 月、17 年前に廃校となった中学校を改修し、
地元住民の希望であった交流センター「太田の郷」をオープン
しました。

　太 田 の 郷 に
は、みんなが集
まるネットワー
ク の 拠 点 と し
て、貸会場や調
理施設があり、
お食事処「太田
川のめぐ味」も
開設しました。
　建物は旧校舎
の ま ま の 木 造
で、床・壁・天
井が板張り。レ
トロ感が漂う、
ほっこりとした
空間を作り出し
ています。玄関
を入れば季節の

新鮮な野菜や、地元で
採れたいちごやブルー
ベリーを使った手作り
ジャム、手作りの小物
等が並び、農産物など
は午前中に売り切れる
人気商品だそうです。
　「太田川のめぐ味」で
の調理は、太田 U ター
ン 協 議 会 の 婦 人 部 の
方々が担当しており、
地元の食材を使った手
間ひまかけた料理を提
供しています。旬の物
を取り入れた品数豊富
なバイキング形式で、
ご飯だけでも地元・太
田米の白ご飯のほか、
豊富な種類のめはり寿
司・いなり寿司・梅ご飯、
郷土料理の茶粥などが
日替わりで用意されま
す。さらに販売用とし
て「おまぜ（田舎寿司）」
もあります。その他にも、八頭（やつがしら）の茎の和え物・
ゴンパチのきんぴらや天ぷらなど、地元の旬の食材をふんだ
んに使い、おいしく提供しています。
　太田地区には「食」以外にも、南紀熊野ジオパークのジオ
サイトに登録されている「太田川の環流丘陵」や 1708 年に竣
成した用水路、洪水調整を目的とする小匠ダムなどの観光ス
ポットがあります。事業は始まったばかりですが、人と人の
つながりを強め「太田の力」となり、「寄合会」としての各事
業団体の活動が発展的に展開されることを期待しています。

地域の課題解決を「寄合会」で！

交流センター「太田の郷」
NO.26

T A K E  F R E E
橋本市市民活動サポートセンター
■相談日：原則毎月第 2・4 水曜日の 10 時～ 16 時
■場所：橋本市保健福祉センター 2F
■相談予約電話番号：0736-33-0088　FAX　0736-33-0095
■対象：原則として橋本市内に拠点を置き活動中、または活動
しようとする団体

田辺市市民活動センター
■相談日：原則毎月第 2・4 金曜日の 10 時半～ 17 時
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（FAX 同番号）
■対　象：田辺市を中心に紀南で活動中または活動しようとす
る団体

サポートセンターからのお知らせ

サポートセンターはがんばる NPO のみなさんを応援しています！

サポートセンターからのご案内

■ 田辺・橋本での出張相談について （要予約・無料）
　遠隔地等のため和歌山県 NPO サポートセンターまでお越しいただくのが困難なみなさまのために、以下の 2 カ所で毎月 2 回ずつ
　出張相談を承っております。事前にご予約下さい。なお、1 件あたりの相談時間は 1 時間以内とさせていただいております。

■ NPO 出張相談・出張講座について
　県内の NPO・ボランティア団体、行政機関・社会福祉協議会、企業等を対象とした NPO 出張相談・出張講座を承っています。
　概ね 5 名以上のグループが対象となります。ご利用は無料ですが、会場の賃借料がかかる場合はご負担をお願いします。
　● 想定される主なテーマ　「NPO とはなに？」「NPO 法人制度とは」「NPO 法人の役員の役割」「NPO 法人と事業報告」
　　「NPO と行政・企業との協働の基礎」など NPO にまつわる基礎的な内容。お気軽にお問い合わせ下さい。

■ 「わか愛愛」バックナンバーについて
　本紙「わか愛愛」の 2013 年 5 月以降のバックナンバーは和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO 広場」に掲載しています。
　和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO 広場」ページの「情報紙バックナンバー」のリンクからどうぞ。

サポセン主催事業
■NPOのための助成金獲得講座
　NPO の事業のスタートアップの資金に最適な助成金。助成
金獲得のコツと、活用法を学びます。
　日　時　10 月 21 日（金）18:30 ～ 20:00
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
　定　員　20 名（要申し込み）

■NPO職員中堅研修「成果を測る」
　みなさんの団体は、活動の成果をどのようにして表現して
いますか？団体の評価にもつながる「成果の測り方」につい
て考えます。
　日　時　10 月 22 日（土）18:30 ～ 20:00
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
　定　員　20 名（要申し込み）

お申し込みは和歌山県NPOサポートセンターまで。

【速報】「伝えるコツセミナー」in 和歌山 開催決定！
　大手広告代理店「電通」が NPO 向けに作成した広報テキ
スト「伝えるコツ」を使ったセミナーの開催が決定！
　日　時　12 月 3 日（土）13:00 ～ 17:00（予定）
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 C
　講　師　後藤 彰久さん（電通 戦略クリエーティブ・ディレクター）
　　　　　小澤 裕介さん（電通 クリエーティブ・ディレクター）
　※ 詳細は 11 月号でご紹介します。

NPOのためのデザイン無料相談のご案内

交流センター「太田の郷」　〒649-5134　東牟婁郡那智勝浦町南大居 231　連絡先　0735-30-0566

窓の向こうの緑が鮮やか

バイキング形式で料理を楽しめます

新鮮な野菜なども販売

窓の向こうの緑が鮮やか

バイキング形式で料理を楽しめます

新鮮な野菜なども販売



助成金 & 支援情報
日本万国博覧会記念基金事業 

【助成対象】　①国際相互理解の促進に資する活動、②日本の伝統文
化の伝承及び振興活動

【助成金額】　①は最高 100 ～ 1,000 万円かつ総事業費の 1/2 以内。
ただし、事業の形態により上限額が定められています。②は総事業
費の 1/2 以内かつ 100 ～ 400 万円の範囲内、もしくは 50 ～ 100 万
円の範囲内での定額のどちらかが選択できます。

【応募資格】　自治体を除く、公益的な活動を実施する民間非営利団
体（法人格の有無は不問）

【対象期間】　2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日
【締切】　9 月 30 日（当日消印有効）
【問い合わせ】　公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会　万博記念基
金事業部

【備考】　同基金のウェブサイトに募集要項や応募用紙等が掲載され
ています（https://www.osaka21.or.jp/jecfund/）。

花王・みんなの森づくり活動助成
【助成対象】①「森づくり活動分野」植樹や樹木の管理・里山などで
の保全活動、②「環境教育活動分野」植樹や里山保全活動を通じて環
境を大切にする心を育てる活動

【助成期間・金額】2017 年 3 月～ 2020 年 3 月の 3 年間、1 年目と
2 年目は 50 万円・3 年目は 25 万円を上限

【応募資格】国内で身近な緑を守り育てる活動や、子どもたちに緑
との触れ合いの機会を創出する活動に取り組んでいる団体

【締切】10 月 14 日（当日消印有効）
【問い合わせ】公益財団法人都市緑化機構　花王・みんなの森づく
り活動助成事務局（03-5216-7191・メール midori.info@urbangree
n.or.jp）

【備考】花王株式会社ウェブサイトに募集要項や申請書様式等が掲
載されています（http://www.kao.com/jp/corp_news/2016/2016
0802_001.html）。

関西発！社会を変えるプラン募集
　「関西で社会起業家を目指す若者のためのビジネスプランコンペ」
です。第 1 次審査を通過した団体は “先輩起業家” などによる研修
やメンタリングを通じて、プランをブラッシュアップします。

【エントリー締切】　10 月 31 日（月）23:59 必着（郵送もしくはメー
ルで提出）

【エントリー料】　エントリーは無料ですが、第 1 次審査を通過した
場合は、11 月 26 日（土）・27 日（日）に第 2 次審査に向けた合宿
研修への参加が必須で、この際、参加費（食費・宿泊費込み）が必要。

【審査の流れ】　第 1 次審査：11 月上旬（書類審査）、第 2 次審査：
12月上旬、第3次審査：12月18日（日）（非公開でのプレゼンテーショ
ン）、最終審査：2017 年 3 月 4 日（土）（公開プレゼンテーション）

【賞金】　最優秀賞 30 万円（審査により額が異なることがあります）
【主催】　NPO 法人 edge

【備考】　ウェブサイトに募集要項やエントリー用紙があります
（http://www.edgeweb.jp/）。

イベント情報
弱音も出せる人が周りにいますか　～不登校・ひきこ
もりに伴走して～ 
　不登校・ひきこもりなど、関心のある方ならどなたでも参加でき
ます。

【日時】　10 月 11 日（火）13:30 ～ 16:15
【場所】　東牟婁振興局新宮保健所　地下第 3 会議室
【講師】　土井広行さん（NPO 法人レインボーハウス施設長／社会
福祉士）

【参加費】　無料（申し込み不要）
【問 い 合 わ せ】NPO 法 人 レ イ ン ボ ー ハ ウ ス（073-462-3060・
rainbowh@naxnet.or.jp）

エイブル・アート近畿 2016 ひと・アート・まち和歌山
　和歌山と田辺で、ユニークな人たちのユニークな表現との出会い
の場が生まれます。展覧会やワークショップ、まち歩きなどをとお
して、心ときめく、うごくアートをお楽しみください。

【開催場所・日程】和歌山会場：10 月 28 日（金）～ 30 日（日）、
わかちか広場（JR 和歌山駅前地下広場）、田辺会場：11 月 18 日（金）
～ 20 日（日）、ララ・ロカレ（田辺市上屋敷）、JR 紀伊田辺運転区
建物跡（JR 紀伊田辺駅東隣）

【内容】和歌山会場：コンサートやアートワークショップ、田辺会場：
障害者アートの展示、紀の国トレイナート2016とのコラボレーショ
ンによる作品展示、鑑賞ツアーなど

【問い合わせ】一般財団法人たんぽぽの家（0742-43-7055）
【備考】これ以外にもプログラムがあります。詳しくはウェブサイ
トをご覧ください（http://tanpoponoye.org/）。

協同シンポジウム 2016 in わかやま 
　いわゆる「子どもの貧困」について、改めてその実態やその背景
にあるもの、「子どもの育ち」を地域としてどう支えていくか、な
どを考えます。

【日時】　11 月 5 日（土）13:30 ～ 16:30
【場所】　わかやま市民生協　本部２階　E＊KAO ホール
【登壇者】　湯浅 誠さん（社会活動家、法政大学現代福祉学部教授）、
小山 正人さん（和歌山県労働者福祉協議会 常務理事）、 谷口 知美さ
ん（こ・はうす代表、和歌山大学教育学部准教授）、浦田 和久さん（近
畿労働金庫地域共生推進室 室長）など

【参加費】　無料（事前申し込み）
【主催】　近畿労働金庫和歌山地区統括本部・和歌山県生活協同組合
連合会

【問い合わせ・申し込み】わかやま NPO センター（073-424-2223・
info@wnc.jp）

　組織の運営には「人材」「資金」「物資」「情報」などの資源が必要といわれます。そうした資源が恒常的に不足し
がちなNPOやボランティア団体にとって、ICT（情報通信技術）は様々な実務の効率化が図れる強力なツールのひとつ。
しかし、取り扱いによっては思わぬ悪影響を受ける恐れも。取り扱いのポイントをいくつかご案内します。

NPO と ICT（情報通信技術）のいい関係

情報管理の決まりはありますか
　ICT について考える前に大切なことがあります。団

体を運営するにあたっては様々な情報を取り扱うこと

になります。イベントの参加者を募集する際にどう

いった項目を聞くか、領収書や見積書などの書類は何

年間保持するか、個人情報が含まれる書類はどうやっ

て処分するか、などといった情報の収集や廃棄につい

ては、各種法令などをもとに、団体としてルールを策

定しておくとよいでしょう。

　また、みなさんの団体では個人情報保護方針（プラ

イバシーポリシー）は策定されていますか。近々予定

されている改正個人情報保護法施行により、事実上す

べての NPO 法人が個人情報保護法の対象になります

ので、未策定の団体さんは早めに検討を。インターネッ

ト上にひな形が複数ありますので参考になさってくだ

さい。

パソコンの活用はリスク回避もセットで
　ICT は、パソコンやインターネットをはじめとした、

情報通信技術全般を指します。パソコンを使って日常

の様々な実務をおこなったり、インターネットを活用

した情報の収集や発信をおこなっている団体も多いこ

とと思います。

　パソコンは事務の効率化に役立ちますが、精密な情

報機器である以上、破損の懸念があることを気に留め

ておきましょう。重要なデータは定期的にバックアッ

プするほか、パソコンそのもの、あるいはフォルダや

新規認証 NPO 法人 紹介コーナー 2016 年 7・8 月に認証された団体です

◎ANFUTURE（田辺市）
　2016 年 7 月 19 日認証　代表者　谷口　弘
◎サン・スマイルいわで（岩出市）
　2016 年 8 月 1 日認証　代表者　中村　文二

◎ひだまりの和（有田川町）
　2016 年 8 月 5 日認証　代表者　森田みどり
※ 前号発行後以降、和歌山県内で新しく設立認証を受けた
NPO 法人の情報をお届けしています。

ファイルにパスワードによるロックをかけると、万一

の際のリスクが軽減されます。

　悪意を持ったユーザーによるウェブサイトの乗っ取

りの被害は、県外の規模の小さな NPO 法人からも報

告されています。最近では電子メールを装ったウイル

ス感染の手口も巧妙になってきています。インター

ネットの接続には一定のリスクがあることを把握のう

え、ウイルス対策ソフトの導入や、サポートが切れた

ソフトや OS を使わずに更新することもリスク軽減に

役立ちます。

　また「不審なメールは開かない」「定期的にアップ

デートを確認・インストールする」など、セキュリティ

向上につながる情報を団体内で共有するのも効果的。

　小さく持ち運びに便利な USB メモリなども、紛失

などのリスクに備える対策をお忘れなく。

団体としての情報発信
　最近はFacebookやTwitterなどのソーシャルメディ

アで団体の活動を PR する NPO も増えています。な

かには個人アカウントのみで NPO の情報発信をおこ

なっているケースもみられますが、団体としてアカウ

ントを取得して情報発信することで、より多くの支援

者の獲得につながることが期待できます。

【参考】NPO のための ICT 利活用ガイドライン

　http://www.jnpoc.ne.jp/?p=11524

パスワードを設定し、第三者が勝手に内容を見ることがない
ように配慮しましょう

パソコン本体

団体内で使う
無線 LAN

団体内ネットワーク

個人情報 これも重要

重要なファイル

財務
持ち運び用
USB メモリ

重要なファイルが格納
されているフォルダ

どんな情報を扱っているのか、その重要性がどうなのか、団
体内で検証し、ルールを一定の範囲で定めておきましょう

■ここからはじめようNPOの情報セキュリティ講座
　NPO は事業運営にあたり、様々な情報を取り扱います。情
報を安全に活用するために必要なポイントはなにか。日頃ど
んな備えが必要なのか、その初歩を学びます。
　日　時　9 月 24 日（土）18:30 ～ 20:00
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
　定　員　20 名（要申し込み）

お申し込みは和歌山県NPOサポートセンターまで。

住所 氏名

契約書


