
『紀南シーサイドヴェロフェスタ with KINAN Cycling Team』
イベントでの、エイドステーションの様子

プロスポーツを通じ、地域に還元
　NPO 法人 SPORTS PRODUCE 熊野は新宮市を拠点に「TOUR 
de KUMANO」や「那智勝浦町熊野古道ヒルクライム」などの
サイクリングレースやイベントを企画・運営しています。事務
局の下澤さんと内野さんにお話をうかがいました。

世界的なレースを熊野で開催
　「TOUR de KUMANO」は、国内だけでなく海外からもプロチー
ムが集まる国際自転車競技連合（UCI）公認レースです。3 日
間かけて新宮市や太地町、三重県熊野市など地域の特性を活か
したコースを、1 チーム 6 人で戦略を立てながら自転車で駆け
巡ります。
　レースでは、体力がなくなったりタイムアウトしたりと離脱
する選手が出て、6人いたチームが最終的に 1人になることも。
チームの人数がどんどん減っていくと、戦略的に不利になりま
す。「自転車レースは、奥が深くておもしろい」と下澤さん。
　また、このレースは総勢 1500 人余りのボランティアに支え
られています。「自転車コースは距離が長いので、ボランティ
アの協力なしでは絶対に開催できません。とてもありがたいで
す」。「スリップ防止のために毎年コースに生えてくる苔の掃除
も大変」と苦労話も語ってくれました。

プロスポーツを身近に、地域と交流
　地元プロチーム「キナンサイクリングチーム」と一緒に新宮

★ 日程は新型コロナウイルス感染症の情勢等により、変更になることがあります。必ずご予約ください。

■NPO基礎講座
　【SDGs について知ろう 編】
　2030 年までに全世界が達成を目指す目標として国連が定め
ている「SDGs（エス・ディ・ジーズ：持続可能な開発目標）」。
和歌山県内の NPO やボランティア団体でも SDGs を意識した
活動が年々増加しています。そんな SDGs の基礎を学べる講座
です。ZOOMによる完全オンライン開催です。
　① 1 月 22 日（金）19:00 ～ 20:30
　　講師：JICA 和歌山デスク
　② 1 月 30 日（土）10:00 ～ 11:30
　　講師：平井 研さん（NPO法人人と自然とまちづくりと理
　事、SDGs2030 公認ファシリテーター）
　参加費は無料ですが、 事前のお申し込みが必要です。
　インターネットに常時接続できる環境で、ZOOM をインス
トールしたパソコンからご参加ください。開催の数日前にア
クセス先 URL をお送りします。お申し込みは和歌山県 NPO サ
ポートセンターまで電子メール（info@wakayama-npo,jp）で
お知らせください。①・②とも SDGs の基礎についてのお話です
が、両日で切り口が異なります。両日の参加も歓迎！

　年度末恒例の【NPO の基礎を知ろう 編】・【NPO 法人の事業
年度末の実務を知ろう 編】は、2 月中旬ごろに Youtube で配
信する予定です。和歌山県 NPO ホームページ「わかやま NPO
広場」、和歌山県 NPO サポートセンターメールマガジン等で
お知らせします。
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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：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しております ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9F）
TEL：073-435-5424　　FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp　URL：https://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）
【指定管理者：認定特定非営利活動法人わかやまNPOセンター】

NPO に関するご相談は

市内の小学校を訪問し、自転車の乗り方や交通ルールを指導し
ています。子供たちは、実際にプロ選手の自転車を触るとその
軽さに驚き、とても興味を持ってくれます。そして「TOUR de 
KUMANO」のコースで知っているプロ選手が走ると、今まで
以上に熱のこもった応援をしてくれるそうです。

サイクリングで地域経済の活性化！
　2018 年から開催している「紀南シーサイドヴェロフェスタ
with KINAN Cycling Team」は、食べ歩きならぬ“食べ自転車巡り”
イベント。新宮市や近隣市町村に配置されたチェックポイント

を自分のペースに
合わせて巡ります。
途中の「エイドス
テーション」では、
地域の特産品を食
べることができ、
再び地域を訪れて
もらうきっかけに
なればと始めまし
た。

みんなの笑顔が原動力
　内野さんは「『TOUR de 
KUMANO』はプロの大会
なので、セッティングが
できて当たり前で、プレッ
シャーが大きいです。そ
れはそれで醍醐味はあり
ますが、一般の方が参加
するイベントで “ありがとう” とか “また来たい” と喜ぶ声を
聞けるのも嬉しいです。それを聞くとまた 1 年頑張れます！」
と顔をほころばせていました。

　第 22 回を迎える「TOUR de KUMANO」は 6 月 4 日（金）～
6 日（日）に、コロナ禍ではありますが、できる限りの感染症
対策をおこなっての開催を予定しています。
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TA 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金曜日の 10 時半～ 16 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：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、または活
動しようとする団体

各種相談のご案内

サポートセンターからのお知らせ

NPO法人 SPORTS PRODUCE 熊野　〒647-0017　新宮市浮島 1-25　キナンビル 2F
TEL 0735-23-9337　FAX 0735-23-9348　URL https://nspk.net/

■ 田辺市・橋本市での出張相談について （要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは以下の 2 カ所で出張相談をおこなっております。ご希望の方は各センターへお電話でご予約
ください。なお、1件あたりの相談時間は 1時間までとさせていただいております。

■ ビデオ会議（ZOOM）による相談について （要予約・無料）

　インターネット常時接続のパソコンからビデオ会議方式で相談を承ることができます。画面を共有しながらの説明が可能のため、
電話よりもわかりやすく相談いただけます。NPO サポートセンターのご利用状況によっては即日対応も可能です。和歌山県 NPO サ
ポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

■NPOのための被災地支援講座
　【田辺会場】　1 月 30 日（土）13:00 ～ 15:30
　場所：田辺市民総合センター 4階交流ホール
　　※ （1）の講座のみオンライン配信もあり（13:00 ～ 14:00）
　（1）講座「南海トラフ地震のメカニズムを学ぶ～いのちを
　　　まもる選択（仮称）」　講師：桑野亜佐子さん（防災士）
　（2）防災体験会（簡易トイレなどの展示、避難所における
　　　情報保障など）
　定員：会場参加は 30 名、オンライン参加は 80 名
　参加費：無料（申し込み必要）
　申し込み：会場参加は市民活動フォーラム田辺へ（TEL・FA
X 0739-26-9833）、オンライン配信を希望の方は視聴 URL の送
信先メールアドレスを和歌山県 NPO サポートセンターにお知
らせください（info@wakayama-npo.jp）。

　【和歌山会場】　2 月 13 日（土）13:30 ～ 15:00
　場所：和歌山市地域フロンティアセンター会議室 C
　内容：ワークショップ「もしもの大災害、みなさんの
　　　　団体でできることを考えよう！」
　講師：志場 久起（和歌山県NPOサポートセンター長）
　定員：20 名
　参加費：無料（申し込み必要）
　共催：和歌山市NPO・ボランティア推進協議会
　申し込み：和歌山県NPOサポートセンター（TEL 073-435-
5424、FAX 073-435-5425、メール info@wakayama-npo.jp）

プロ選手が競い合うレース『TOUR de KUMANO』プロ選手が競い合うレース『TOUR de KUMANO』

事務局の下澤友紀雄さん（右）と内野寛子さん事務局の下澤友紀雄さん（右）と内野寛子さん



助成金 & 公募情報
【新型コロナ関連】和歌山県独自の支援策について
　国の持続化給付金の対象になった NPO 法人は原則、和歌山
県独自の「事業継続支援金」の対象になります。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html
　国の「家賃支援給付金」の対象となった NPO 法人は原則、
和歌山県独自の「家賃支援金」の支援対象にもなります。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin.html
　和歌山県の事業継続支援金、家賃支援金は 2 月 28 日締め切
り（消印有効）となっていますので、申請はお早めに！
【備　考】　国の持続化給付金・家賃支援給付金の申請締切は 1
月 15 日となっています。こちらもお早めに！

非営利法人の IT 化・デジタル化支援事業
　NPO 法人等の非営利法人が、事業の IT 化・デジタル化を図
るために専門家に支払う謝金等が支援される、中小企業庁が運
営している事業です。
【利用できる法人】 　NPO法人、社団・財団法人（一般・公益）、
医療法人、社会福祉法人、学校法人（任意団体は対象外）
【対象事業】　オンライン会議システムの導入、ホームページの
作成やリニューアル、クラウドファンディング、オンライン
ショップの開設、オンラインイベントの開催、IT 機器の購入サ
ポート、その他様々な IT 化・デジタル化に関する事業。
◆これらに関する計画策定・相談のみの場合も対象になります。
◆既におこなわれた事業も対象に入ることがあります。
【支援内容】　上記の事業を依頼する専門家謝金等が国の補助金
から支援されます（一定の自己負担の支出が必要です）
【締め切り】　事業の受付締め切りは 1 月 31 日（日）で、2 月
28 日（日）までにおこなわれた事業が対象となります。「この
ような事業は対象になりますか？」「こんな専門家はいます
か？」といったご相談も受け付けています。
【相談・支援を希望される場合は】　わかやま NPO センターま
でお知らせください（073-424-2223・火曜～金曜 10:00 ～ 17:00）

近畿ろうきんNPOアワード
【応募資格】 　近畿 2府 4県に主たる事務所を置き、非営利の市
民活動・ボランティア活動を行うNPO法人、一般社団法人（非
営利型）、法人格のない任意団体。
【対象事業】　2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの間に実施され
る、子どもの成長を応援する事業や子育て環境を整える事業
【助成額】　大賞：50 万円（1 団体）、優秀賞 30 万円（2 団体）、
奨励賞 20 万円（5団体）、はぐくみ賞 10 万円（4団体）
　※はぐくみ賞は予算規模 200 万円以下の小規模団体が対象
【締め切り】　1月 31 日（日）消印有効
【応募先・問い合わせ】　近畿労働金庫 地域共生推進室（06-64

49-0842、FAX 06-6449-1414）。ウェブサイトに募集要項等が
掲載されています（https://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/）。

第 20回わかやま環境賞
　県内で優れた環境保全活動を行う個人・団体を表彰します。
【対　象】　和歌山県内に活動の拠点を有し、地球温暖化防止活
動、まちの美化・緑化活動、地域における環境保全、生活環境
の学習などの活動をおこなっている個人・団体。自薦・他薦は
問いません。
【締め切り】　2月 26 日（金）必着
【応募先】　和歌山県庁環境生活総務課もしくは、各振興局健康
福祉部衛生環境課（串本支所保健環境課も可）
【問い合わせ】　和歌山県庁環境生活総務課（073-441-2670、
FAX 073-433-3590、ウェブサイトに詳細が掲載されています。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/award/）

紀の国わかやま文化祭 2021 折り鶴プロジェクト
　今年秋に開催される「紀の国わかやま文化祭 2021」を県民
のみなさまと一緒に盛り上げるため、折り鶴による「きいちゃ
んモザイクアート」を制作いただく団体を募集しています。
【対象】　和歌山県内で活動している文化団体やサークルなど
【活動内容】　事務局から届けられる資材を活用して、折り鶴に
よるきいちゃんモザイクアートを作成いただきます。24 種類
のデザインのなかから選択いただけます。お手伝いいただける
団体のみなさまには文化祭 PRグッズをプレゼントします。
【応募先・問い合わせ】　紀の国わかやま文化祭実行委員会事務
局（073-441-2570、kinokunibunkasai2021@pref.wakayama.lg.
jp）。公式サイト（https://kinokuni-bunkasai2021.jp/ ）から「お
知らせ」をご覧ください。

和歌山県からのお知らせ
今年、和歌山県は「ふるさと誕生 150 年」です
　みなさんご存じでしょうか。和歌山県は今年、誕生 150 年を
迎えます。明治 4 年（1871 年）11 月 22 日、和歌山・田辺・
新宮の紀州 3県の統合により現在の和歌山県が誕生しました。
県民のみなさんが郷土について理解と関心を深め、ふるさとを
愛する心を育み、自信と誇りをもって豊かな郷土を築きあげる
ことを期する日として、11
月 22 日を「ふるさと誕生日」
として条例で定めています。
　今年秋には、和歌山県誕生
150 年を記念した式典や県内
各地でのパネル展を予定して
います。
【問い合わせ】和歌山県庁県民生活課（073-441-2598）

　みなさんの団体には活動を紹介するリーフレットはありますか？団体のことを他の方に紹介する強力なツールです
が、意外に「リーフレットがない」という声もよく聞きます。リーフレットをつくるコツとはどういったものでしょうか。

団体のリーフレットを作ってみよう！

　 NPO 向けのデザインを多数手がけて
いるデザイナー・林田全弘さん。15 年
間で全国 70 以上もの NPO のチラシや
リーフレットなどのデザインを担当され
ています。そんな林田さんにNPOのリー
フレット作成のコツをお聞きしました。

「何を伝えるか？」が肝要
　リーフレットを作る際には先に内容を考える…のでは
なく、リーフレットで何を伝えたいのかが重要だといい
ます。
　例えば活動内容を理解してもらいたいなら、団体が大
切にしている想いを書いたり、活動内容をわかりやすく
図解したりします。団体が提供しているサービスを伝え
たいなら、利用者が得られるメリットを明示する必要が
あります。資金を集めたいなら集めた資金でできること
やその活動の受益者の声を紹介すると説得力が増します。

作成のステップを大切に
　実際に作成の手順に進みます。林田さんは3つのステッ
プを大切にすることを勧めています。

　まずは「整理」です。ここでは、①課題（現状の広報や
団体が抱える課題）、②目的（今回作成する広報物の目的）、
③作戦（広報物の狙い）、④広報物に盛り込む内容、の手
順で進めると、工程がスムーズになりやすいそうです。
　次に「発想」です。写真や文字をどのように配置するか、
まずは大まかでいいので手書きでたくさん書いてみると、
アイデアがわいてきたり、実際の作業時間の短縮につな

特集 新規設立 NPO 法人 ※ このコーナーでは、前号発行以降にNPO法人の新規設立認証を受けた
NPO法人をご紹介しています。

がったりというメリットが生まれます。
　最後に「表現」です。リーフレットは他の方に団体の
ことを説明する際に使うケースが多いので、説明する順
番を意識してレイアウトをすること、三つ折りリーフレッ
トの場合は表紙やその裏面は内容を入れすぎないことが
ポイント。また活動の様子を撮影した写真や第三者の声
を盛り込むと、客観性が高まります。

相手の視点に立つ
　リーフレットは基本的に他の方
に読んでもらうためにつくるも
の。自分の団体のことをいろいろ
伝えたいと文字ばかりになってし
まっては、相手に読んでもらいに
くくなってしまうことも。できる
ならできるだけ少ない文字数で相
手に伝わる内容にしたいですね。

自身のパソコンでも作成可能
　みなさんがお持ちのパソコンでも三つ折りリーフレッ
トが作成できるひな形がインターネットで、多数配布さ
れています。もちろんプロに頼んだほうがきれいにでき
るかもしれませんが、手作り感あふれるリーフレットも
温かみがあります。チャレンジしてみてはいかがでしょ
うか。

　先に「何を載せるか」（③表現）を考えてしまうと、これもあれ
も載せたい、と考えがちになり、最適な内容になりづらい欠点があ
ります。リーフレットの目的等を先に整理して、レイアウトを検討、
そして掲載する内容を盛り込んでいく順番とすると短時間でまとま
りやすくなります。

　レイアウトの検討は「このあたりに
文字や写真、図表、キャッチフレーズ
を配置する」程度のラフな形で構いま
せん。たくさん書くと、しっくりくる
ものがきっとみつかります。

【参考】
林田さんが運営するブログサイト「NPO のためのデザイ
ン」にはこのほかにも広報のヒントが盛りだくさん！
　https://design4npo.com/
昨年 10 月 3 日に開催した広報講座の講師・石井大輔さん
の「ファンドレイジングのレシピ」には資金調達やボラ
ンティア募集に使える広報ヒントがたくさん！
　https://www.recipe4fundraising.com/

◎NPO法人はぐくみ（和歌山市）
　2020 年 12 月 14 日認証　代表者　木野 亜由美
　「NPO 法人はぐくみ」の主な活動は制服のリユース SHOP かかやです。
かかやは、皆様から不要になった学生服を寄付として回収。修繕し、クリー
ニング後に次に必要な方に学生服を販売。販売金の一部を内閣府などによ
る「子供の未来応援基金」に寄附します。私たちの活動で未来の子供のた

めに少しでも支援できればと思います。詳しくはこちらの QR コードから
ウェブサイトをご覧ください。
  URL　http://kakaya2020.com/　電話番号　080-6114-9578　

◎NPO 法人 re.life（那智勝浦町）
　2020 年 11 月 10 日認証　代表者　宮坂 昭寛

①
整理

②
発想

③
表現

○○○○○

写真

キャッチフレーズ

入会案内

会員の声

写真

三つ折りリーフレットはこのような形で広げます。広げる順番が
あるので、開いた面にどのようなことを掲載すると伝えたいこと
がよく伝わるのかを考えると効果的です。

表紙 表紙 表紙
表紙

まさひろ

文字で埋め尽くされた呼び
かけ文、気軽に参加したい
と思いますか。

私たちの願い
　和歌山県は少子高齢化、人口減少、過疎化の加速等、
多くの危機に見舞われています。しかし、和歌山には
すばらしい資源が多数眠っています。和歌山の魅力を
後世に伝えるためには、いまの和歌山が保有する様々
な資源を掘り起こすとともに、和歌山の魅力を広く県
内外に向けて周知し、今後どのような取り組みが必要
になるかを産官学民の連携により考えることが必要で
す。そして、和歌山への移住を増やし、将来の地域づ
くりの担い手を今以上に増やすことが求められていま
す。
　私たちは NPO として、そして一人ひとりの県民と
して、和歌山県の将来に向けてなにが必要なのかを考
え、行動しています。しかしながらみなさん手弁当の
運営に頼っています。そして運営に必要な人的資源、
資金等が不足しています。
　そこで、和歌山を愛する多くみなさんが集まり、わ
たしたちとともに行動すれば、その壁は取っ払うこと
ができるはずです。みなさんのご参加、ご協力をお待
ちしています。


