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TEL：073-435-5424　
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メール：info@wakayama-npo.jp
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【開館日時】
火曜日～土曜日　 9:00 ～ 20:50
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

 Twitter、facebook やってます！

御坊から子育て中のパパママを応援！
　HML は「ハミル」と読みます。Happy Mama Life の略で、
子育て中のお父さんやお母さんが元気になることができる社会
を目指して活動している子育て支援グループ。2011 年度から
は、子どもたち自身が人権意識をしっかり持ち、いじめや虐待、
性暴力などあらゆる暴力から自分を守るための知識とスキルを
伝えていく「CAP（キャップ）」と呼ばれるプログラムの普及
にも取り組んでいます。

チャンスはひょんなところから

　HML は行政との協働事業の実績も着々と積んできましたが、
今後の活動の発展を考えたときに課題になるのが運営資金。特
に地域からどうやって寄付を得ていくか、が大きな課題でした。
　専門家などとの意見交換で候補に挙がったのが「寄付つき商
品」。商品を買ってもらうことで、その売り上げの一部が寄付
になる仕組みです。さっそく HML のメンバーが手分けして協
力してくれる企業を探したところ、御坊市に本社があるパン屋
さん「ボナペティヤナギヤ」が手を挙げてくれました。

寄付つきパン " キフパン " 誕生

　第 1 弾は、朝食を食べない子どもが多いという課題に対する
ために「栄養満
点のパンを」と
HML とヤナギヤ
で協議と試作を
重ね、「キフパン」
第 1 弾として、
じゃこなどを載
せた「カシコナー
レ」を 開 発。ヤ
ナギヤ 3 店舗で

毎週土曜に販売を開始しました。和歌山弁の「かしこ（賢い）」
をもじった商品名と売り上げの 10％が HML に寄付されると
いう話題性も手伝って大きな反響を呼びました。

今月「キフパン」第 2 弾登場！

　食べものには流行がつきもの。継続して寄付つきパンを買っ
てもらいたいと、夏頃から新製品の協議が始まりました。今
度は親子そろって食べられるカレーパンに着目。野菜とチー
ズを多くして、栄養面に配慮。パンを揚げずに焼くことでカ
ロリーを抑え、サイズも小さくすることで、子どもの小遣い
でも購入できる価格 を設定、第2弾「カシコナーレTHEカリー」
が完成しました。11 月からまずはヤナギヤ 2 店舗で限定販売
が始まります。
　ヤナギヤ御坊店の細川店長は「たくさん作って、たくさん
売れて、地域のために取り組んでいる HML のためになれば」
と意気込みを語ってくれました。
　NPO のためにも企業のためにもなるこのような取り組み、
もっと県内に拡がってほしいですね。

企業と連携して活動資金を獲得「キフパン」第 2 弾登場！

HML （ハッピー・ママ・ライフ）
NO.9

HML（ハッピー・ママ・ライフ）
　　電話・FAX：0738-23-0939　メール　info@happy-mama-life.com　Web：http://jimotoryoku.jp/hml/

Word でつくる！チラシ作成術

初心者歓迎！活動や団体を PRするチラシをWord を
使って作ってみませんか。
　日時：12 月 7日（土）19:00 ～ 20:30
　場所：和歌山ビッグ愛 9階 “りぃぶる” 会議室 B
　参加費：500 円（資料代等）
　講師：平野京子さん（NPO法人和歌山 eかんぱにい
　　　　副理事長）
　対象：Word の基本的な操作ができる方
　定員：7名

ボランティア・NPO に必要な事務力講座

縁の下の力持ち！法人格を持っていなくても、ボラン
ティアやNPO活動を継続的に進めるための「事務力」
を学びませんか。
　新宮会場：11 月 30 日（土）14:00 ～ 15:30
　　新宮市福祉センター会議室
　和歌山会場：12 月 6日（金）19:00 ～ 20:30
　　和歌山ビッグ愛 9階 “りぃぶる” 会議室 B
　講師：志場久起（和歌山県NPOサポートセンター副センター長）
　定員：各 15 名
　参加費：200 円（資料代）

■いずれも問い合わせ・お申し込みは、和歌山県NPOサポートセンターまで

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
■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
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（田辺市市民活動センター）
■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

サポートセンターでは、この秋も県内各地で事業を実施します。お気軽にご参加下さい。

サポセン主催のお役立ち講座のご案内

■ NPO 法人の設立・運営・書類作成の相談を承っています
　ご予約の方優先となりますので、なるべく事前にご連絡ください。なお、税務関連などお答えしかねることもあります。
　また、田辺市と橋本市では定期的に（下記参照）、その他地域でも、概ね５名以上を対象に出張相談を実施しています。NPOサポー
トセンターまでお問い合わせください。

■ 田辺・橋本での出張相談について （要予約）
　和歌山県NPOサポートセンター・わかやまNPOセンタースタッフがご相談をお受けします。必ず事前にご予約ください。
　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います。

ボナペティ・ヤナギヤ御坊店にて
HMLの中道さん（左）・松山さん（右）、細川店長

大きく刻まれた野菜やチーズが特徴。
1個 100 円で、11 月から御坊店と近鉄店で毎週土曜日販売。

　和歌山県NPOホームページ「わかやまNPO広場」では、
NPO に関する様々な Q&A やサポートセンターの機器ご利
用に関するQ&Aなどを掲載。是非ご覧下さい。
　URL は http://www.wakayama-npo.jp/ です。
　Facebook ページでも情報発信中！サポセンからのフ
レッシュな情報をご覧下さい。
　URL は https://www.facebook.com/wnposc/ です。



助成金 & 支援情報
寄付獲得を支援！地元力財団事業指定助成プログラム
【申請期間】11 月 5日（火）～ 11 月 18 日（月）17：00 必着

　当財団の様々な仕組みを活用し、寄付を集めたい団体を募集しま

す！公益ポータルサイト「わかば」への登録が必要です。

【問合せ】公益財団法人わかやま地元力応援基金（担当：出原・児玉）

　TEL：073-428-0011　FAX：073-428-0012

　メール：info@jimotofund.jp　

　URL：http://jimotofund.jp/jigyou_shitei/top.html

子どもゆめ基金　～未来を担う子どもたちに大きな夢を～
　未来を担う夢を持った子どもの健全な育成の一層の推進を図るこ

とを目的に、民間団体が実施する特色ある新たな取組や、体験活動

等の裾野を広げるような活動を中心に支援を行っています。

【締　切】12 月 5日（木）締切（当日消印有効）

【主催・問合せ先】　独立行政法人　国立青少年教育振興機構　

　子どもゆめ基金部助成課

　フリーダイヤル 0120-579-081（平日 9:00 ～ 17:45）

　メール： yume@niye.go.jp　詳細は http://yumekikin.niye.go.jp/

セブン・イレブン記念財団　公募助成
　環境市民団体への支援活動や地球温暖化防止活動、自然環境の保

護・保全活動、地域環境美化活動などに助成を行っています。

【期　間】12 月 1日（日）～ 2014 年１月 20 日（月）（当日消印有効）

【主催・問合せ】一般財団法人　セブン -イレブン記念財団

　TEL 03-6238-3872（平日 9:30 ～ 17:00）　FAX 03-3261-2513

　メール：oubo.14b@7midori.org（2014 年 1 月 20 日まで開設）

　詳細は http://www.7midori.org/

ボランティア募集情報
2013 こどもホタレンジャー募集
　小学生、中学生中心に、ホタル等水辺にすんでいるいきものや環

境について観察、環境づくりを行っている小学校や団体を募集。

【締　切】12 月 16 日（月）

【主　催】環境省

【問合先】こどもホタレンジャー事務局

　 TEL 03-5776-0023　　FAX 03-5776-0379

　メール：hotaru@maluto.biz 

　URL： http://www.env.go.jp/water/hotaranger.html

2015 紀の国わかやま国体・わかやま大会ボランティア募集
　紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会の運営には、多くのみ

なさんの力が必要です。一緒に国体・大会をつくりあげ、感動を分

かちあいましょう！

【募集人数】運営ボランティア約 4900 人、情報支援ボランティア（手

話 300 人、要約筆記（手書き）200 人、要約筆記（パソコン）100 人）

　詳しくは　http://www.wakayama2015.jp/ をご覧下さい。

【問合せ】紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会実行委員会事務局

　[ 運営ボランティアに関すること ]　和歌山県庁総務企画課広報県

民運動班　TEL 073-441-2579（直通）　 FAX 073-427-5377

　[ 情報支援ボランティアに関すること ]　和歌山県庁障害者スポー

ツ大会課大会運営班　TEL 073-441-2572（直通） FAX 073-427-5388

イベント情報
第9回　環境市民活動のための助成金セミナー
【日　時】11 月 23 日（土・祝）13：00 ～ 17：00

【場　所】おおさか ATC グリーンエコプラザ内　ビオトーププラザ

　ATC（アジア太平洋トレードセンター）ITM棟 11 階西側 

【対　象】環境市民活動団体または環境市民活動に関心のある個人

【参加費】一般 1000 円　会員　500 円（資料代として）

【定　員】60 名（先着順）

【主　催】NPO法人エコネット近畿、（一財）セブン -イレブン記念財団

【締　切】11 月 15 日（金）までに FAX または E メールにてお申し

　　　　込みください。

【問合せ】NPO法人エコネット近畿 事務局

　　　　TEL 06-6881-1133　FAX 06-6949-8288　　

　　　　メール　yoyaku@econetkinki.org

　今回の特集は法人格の有無は関係なく、広く NPO やボランティア団体のみなさんと一緒に「規約（会則）」につ
いて考えます。

継続して活動をすすめるために…規約をつくろう！

定款と規約
　NPO 法人であれば、法人のきまりごととして、特
定非営利活動促進法（NPO 法）に基づいた「定款」
を作成する必要があります。定款はひな形を参考に作
成することもでき、定款に記載する「法人の目的」や「事
業内容」「役員の構成」など個々の団体で検討された
内容を盛り込めば概ね完成します。
　法人格をもたない団体であっても、継続して活動を
進めるためには規約や会則など、きまりごとをつくっ
ておくと便利です。団体運営がスムーズになったり、
対外的な信用が高まったりすることが期待できます。
しかし、NPO 法人の定款と違い、規約や会則のひな
形はありません。サポートセンターにも時折「規約を
どうつくれば…」というご相談も寄せられています。

規約に記載することとは？
　一般に、規約に記載することが
望ましいのは、
　① 総則（団体名称・所在地・団
体の目的・行う事業など）
　② 会員（会員の種別・会費の有
無・入退会方法など）

　③ 役員（役員の種別と定数・選任方法・職務など）
　④ 団体の意思決定の方法（総会・役員会、定足数、
会議の役割など）
　⑤ 団体運営の方法（会計の方法・事業年度・規約
の変更方法など）
…などが考えられます。
　インターネットで様々な団体の規約を参照できます
ので、それらも規約づくりの参考にできますが、団体
の実態や目的などを条文にきちんと反映させられるよ
うな工夫が必要です。

　規約の条文には団体の目的や事業を簡潔にとりまと
めることになりますので、規約づくりの作業を通じて
団体のあり方を考える機会になります。もしまだ規約
がない団体があれば、この
機会に規約の作成に取り組
んではいかがでしょうか。
条文化の際にはできるだけ
少ない単語で内容を伝えら
れるようにするのもポイン
ト。第三者がみてもわかり
やすい規約づくりにチャレ
ンジしてみて下さい。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2013 年 7 月～ 10 月に
設立された団体です。

◎ NPO法人ひきこもり支援サークルとらいあんぐる（橋本市）
　2013 年 8月 22 日設立　代表　楠本 田鶴子
　活動地域　橋本市
　就職したいけど一歩が踏み出せないと悩む若者が多くいます。
彼等の社会参加を応援したい。何か力になれる事があるはずとの
思いで７年前に立ち上げたサークルです。８月 NPO 法人となり、
気持ちも新に温かい支援活動に励みたいと思っています。
TEL：0736-32-1705　メール：qqhp7zqd＠tuba.ocn.ne.jp

◎ NPO法人和歌山レスキューサポートバイクネットワーク（田辺市）
　2013 年 8月 1日設立　代表　早稲田 眞廣
　活動地域　和歌山県内外
　NPO 法人和歌山レスキューサポートバイクネットワークは、バ
イクの機動力を最大限に発揮することで災害に対して、自助・共
助の精神を生かし、被害を最小限にとどめ、減災に取り組む、災

害ボランティアグループとして、平成 25 年 8月に設立しました。
TEL：0739-26-8677　メール：jrbwakayama@yahoo.co.jp
URL：http://jrbwakayama.symphonic-net.com/

◎ NPO 法人ベリー（和歌山市）
　2013 年 7月 31 日設立　代表　金谷 信治

◎ NPO法人障がい者の自立を目指す会（和歌山市）
　2013 年 8月 29 日設立　代表　加藤 新太

◎ NPO法人熊野志（那智勝浦町）
　2013 年 9月 6日設立　代表　岡本 英博

◎ NPO法人志塾フリースクール和歌山（和歌山市）
　2013 年 10 月 3日設立　代表　山本 了輔

■ 団体の規約例（※ 実在の規約を再構成。団体名・事業
名などは伏せています）

第 1条（名　称）
　この会は「●●協議会」と称し事務局を●●市内に置く。

第 2条（目　的）
　この協議会は、●●事業の関係者や専門家・行政機関等
の連絡を密にして、●●事業の普及・啓発を積極的にはか
ることを目的とする。

第 3条（活　動）
　この会は主に以下のような活動を行う。
　1. ●●事業の拡充を推進する。
　2. ●●事業のあり方を研究し、事業改善に努力する。
　3. ●●事業関係者の連携強化を図る。
　4. その他本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。

第 4条（会　員）
　この会は●●事業関係者（個人会員と称する）、または、
会の目的に賛同する団体および個人（賛助会員と称する）
が、別に定める会費の支払いをもって会員の資格を有す
ることとする。

第 5条（会　議）
　1. 会議として総会、運営委員会を開催する。
　2. 総会を年 1 回開くことを原則とする。必要ある場合
は臨時に開くことができるものとする。なお、総会は運
営委員会の決定にもとづき、会長が招集する。
　3. 総会は、この会の活動方針を議決し、また旧年度の
会計報告ならびに新年度の予算、この会の役員選任の承
認等を行う。議決・承認には参加者の過半数の賛成を必
要とする。
　4. 運営委員会を●●事業をおこなう団体の代表者と役
員で構成し、年 1 回以上の運営委員会を開く。委員会で
は総会までの必要事項を協議する。また役員の選任を行
い、総会の承認を求める。

第 6条（役員・事務局体制）
　1. 役員として、会長 1 名、副会長若干名、会計 1 名、
会計監査 1 名、事務局長 1 名をおく。事情により兼務も
可能とする。任期は 1年とし、再任は妨げない。
　2. 運営委員会に事務局を置き、事務局会議を会長、副
会長、事務局長、会計で構成し、日常活動の把握や事業
の援助をおこなう。

第 7条（財　政）
　1. この会の財政は会費および寄付金でまかなう。 会費は
個人会員が月額 50 円、賛助会員が年間一口 500 円とする。
　2. この会の会計年度は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日まで
とする。

附　則
　1. この規約は●年●月●日の総会における同意を得て
効力を有する。
　2. この規約の改正には総会での同意を必要とする。

団体名称と事務局所在地を定義

団体の目的と目標を明記

団体の活動を列挙

会員種別、会員になる資格

会議の種別、会議の役割、定足数

収入の種類・会費・会計年度

附則にて規約の条文の補足

役員の種別・定員・任期・事務局


