
昨年 12 月 27 日 NPO サポートセンターの大掃除にボ
ランティアとして駆けつけてくださった「わかやま
ハイキングクラブ」「いきいきシニアわかやま」「わ
かやま楽落会」のみなさん、ありがとうございました。
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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！

豊かな環境の現在地に移転
　小鳥のさえずりが聞こえ、山からキジやかわせみが飛んでく
ることもある、木々に囲まれた上富田町市ノ瀬に、虹が描かれ
たどんぐりはうすがあります。
　以前は上富田町岩田にありましたが、統廃合されて使わなく
なった保育所を、行政の配慮によって借り受けられることとな
り 2013 年 6月 30 日に現在の場所に移転しました。
　新しい事業所は、各教室が広く職員室や救護室、体育館・余
暇スペースなどもあります。以前は、熱が出たり体調が悪い子
どもがいてもゆっくり休ませる部屋を確保できなかったのです
が、今の事業所にはベッド２つ配備できる救護室があります。
また体育館には舞台があり、開園式典も盛大に行われました。
　他にもトランポリンや卓球台があり、子どもたち・保護者・
地域の人たちとのコミュニケーションの場となっているそうで
す。将来、どんぐりはうすからオリンピック選手が選ばれるか
もしれませんね。

放課後の楽しみ
　どんぐりはうすでは、学校の宿題や課題を済ませてから各自
が好みの余暇が選べる約束になっているので、下校後は早々と
宿題を済ませ、カードゲームをしたり、DVD を見たり、運動

場では自転車に乗っ
て遊んだり、と楽し
そうにのびのび過ご
していました。
　どんぐりはうす
は、障がいがある子
どもたちに、地域の
なかで仲間と共に豊
かな放課後を過ごせ
る「場」を提供し、

親も安心して働き生活することが出来るよう貢献するととも
に、地域社会との連携を深め地域福祉の向上に寄与すること
を基本理念とし活動されています。職員の方々は「子どもの
将来まで責任をもって指導していきたい」と言われています。
　子どもたちが自立し、地域で豊かな社会生活を過ごせるよ
う、常にニーズを把握し、多様な社会体験を行っています。
最近おこなっただけでも遠足、調理実習、カラオケ、ボウリ
ング、パソコン体験・スーパーマーケットなどでのお買物、
消防署見学、人命救助法講義など多岐にわたります。また、
地域との連携を重視しており、以前の事業所の隣にある保育
所閉園式に参加したり、地域の学童保育所との定期的交流を
したり、といったことも積極的に行っています。普段の日も、
どんぐりはうすで遊びたい子どもたちがいたら職員が車で迎
えに行き交流しているそうです。
　このような活動ができるのは、職員のみなさんの緻密な準
備と地道な取り組み、子ども達に対する熱意と愛情があって
こそ。そして行政・地域・父兄などの支援により、ますます
発展的な活動を継続されているんだと感じました。

子どもの自立を目指して、行政・NPO・地域が連携！

NPO 法人どんぐりはうす
NO.10

NPO法人どんぐりはうす　西牟婁郡上富田町市ノ瀬 1251
　　電話・FAX：0739-47-5866　ブログ　http://blog.canpan.info/donguri-house/

県内縦断！ NPO 法人の事業報告講座

　NPO法人の年度末にともなう各種事務や事業報告、
総会などの実務について取り上げます。NPO法人の事
務を担当されている方向けの講座です。
【新宮会場】2月 9日（日）13:30 ～ 15:00
　新宮市福祉センター会議室
【和歌山会場】2月 21 日（金）19:00 ～ 20:30
　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B
【田辺会場】2月 22 日（土）13:30 ～ 15:00
　田辺市民総合センター 2階相談室
【橋本会場】2月開催で調整中。決まり次第、
　わかやまNPO広場等でご案内します。
（全会場共通）
　参加費：300 円（資料代）
　講師：和歌山県NPOサポートセンタースタッフ
　定員：各会場 10 名（和歌山会場のみ 20 名）

NPO 基礎講座

　NPOってなに？NPO法人との違いは？など、NPO
に関する基礎的な内容を取り上げます。
　2月 8日（土）13:30 ～ 15:00
　田辺市民総合センター 2階相談室
　参加費：300 円（資料代）
　講師：和歌山県NPOサポートセンタースタッフ
　定員：10 名

NPO 法人事務局セミナー＆事務力検定

　どのNPO法人にも共通しているNPO法人制度の基
礎、所轄庁・法務局手続き、会議運営、会計・労務な
どの事務を一通りおさらいする講座と検定です。
　セミナーは 1月 19 日、検定は 1月 26 日です。
　詳細は中面の特集記事をご覧ください。

■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

多くのNPO法人は今年 3月が事業年度末。総会や事業報告等のご準備をお忘れなく！

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。

https://www.facebook.com/wnposc/https://www.facebook.com/wnposc/

遠足での一コマ

現在の園舎現在の園舎

昨年 12 月 27 日 NPO サポートセンターの大掃除にボ
ランティアとして駆けつけてくださった「わかやま
ハイキングクラブ」「いきいきシニアわかやま」「わ
かやま楽落会」のみなさん、ありがとうございました。

Facebook ページで随時情報
発信中！是非「いいね！」を！
Facebook ページで随時情報
発信中！是非「いいね！」を！

ありがとう
ございました



助成金 & 支援情報
第4回夢屋基金
　活力あふれ豊かな未来のため、子ども健全育成、環境保全、災害

救援、発展途上国支援の分野でさまざまな公益活動を支援。

　１件につき原則として上限 50 万円 ( 総額 500 万円程度）

【締切】１月 30 日（木）当日消印有効

【主催】( 公財）公益推進協会　

　メール：info@kosuikyo.com

　URL：http://kosuikyo.com/

2013 年度 近畿ろうきんNPOアワード
　「子育て支援活動」をすすめるNPO法人やボランティア団体の事

業に助成。

【内容】　（はばたきコース）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

　　　　（はぐくみコース） はぐくみ賞 10 万円 4団体

【締切】１月 31 日 ( 金 ) 必着 

【主催】近畿労働金庫 地域共生推進部

　TEL：06-6449-0842　Fax：06-6449-1415

　（担当 : 増田　受付 /月曜～金曜 9:00 ～ 17:00）

　http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/

赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」
【応募】随時受け付け、2ヶ月に一回程度の間隔で助成を決定する

予定

【主催】社会福祉法人　中央共同募金会企画広報部（ボラサポ担当）

　※詳細は、次のURL をご覧ください。　http://akaihane.or.jp/

ボランティア募集情報
「わかやまおもてなし宣言」を募集
　平成 26 年は世界遺産登録 10 周年・和歌山デスティネーション

キャンペーン、平成 27 年はわかやま国体、高野山開創 1200 年と

続き、多くの来県者が予想されることから、県民総参加で自ら取り

組む「おもてなし」を宣言し、実践していただく取り組みです。そ

こで、「笑顔で挨拶します」、「積極的に声をかけて旅のお手伝いを

します」などの「おもてなし」を宣言、実践していただく県民のみ

なさんを募集します。

　登録された方には、「わかやまおもてなし宣言」登録証、おもて

なしハンドブック、登録ステッカー等を進呈。また、「わかやまお

もてなし宣言」をホームページでご紹介。

詳しくは　http://www.wakayamadc.jp/omotenashi/

【主催】和歌山県観光局観光振興課　TEL：073-441-2777

　または国体推進局　TEL：073-441-2579

紀州海南ひなめぐり　ボランティアスタッフ募集
　紀州海南ひなめぐり実行委員会では、2014 年 2 月 1 日～ 3 月 3

日に開催予定の「第 4 回紀州海南ひなめぐり」に向け、企画・運営

および設営などにお手伝いいただけるボランティアを募集します。

【活動内容】

　・企画・運営を一緒に考える（運営会議に参加していただく）

　・ひな人形などの展示・回収、つるし雛などの飾りものの製作

　・のぼり、ポスター、看板、つるし雛などの設置・回収

　・展示会場の企画・運営

【募集・活動】3月開催期間中まで募集　＊少しの日数でも結構です。

【申込・問合せ】紀州海南ひなめぐり実行委員会　

　　　　　　　TEL　080-3840-0740

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、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
ボランティア養成講座
　「子どもシェルター」でお手伝いいただけるボランティアのみな

さん向けの講座です。

【日時】1月 25 日（土）10:00 ～ 12:00

　「第 1回　困難を抱える子どもの理解と援助～性被害・DV～」

【日時】2月 22 日（土）13:00 ～ 15:00

　「第 2回　シェルターでの子どもとの関わり～現場から～」

【日時】3月 8日（土）10:00 ～ 12:00

　「第 3回　児童相談所との連携」

【日時】3月 22 日（土）10:00 ～ 12:00

　「第 4回　困難を抱える子どもの理解と援助～発達障害～」

（上記共通）

【会場】和歌山ビッグ愛 9階会議室 B

【参加費】4講座セット 3,000 円

【定員】各 30 名

【主催】NPO法人子どもセンターるーも 　　　　

　　　TEL：073-425-6060　FAX：073-425-5025

円座（わろうだ）第 2弾　共育支援メニューフェア
　企業や大学、NPO や行政機関と学校や地域の「出合いの場」。学

校や地域が活性化するためのヒントをみつけてみませんか。

【日時】1月 25 日（土）14:30 ～ 16:30

【内容】県内 27 の企業・NPO・行政機関等の展示など

【場所】和歌山市北コミュニティセンター 2階多目的ホール

【主催】和歌山県教育委員会生涯学習課（TEL：073-441-3721）

  　　　和歌山県NPO・県民活動推進室（TEL：073-441-2364）

　去年 11 月に和歌山県 NPO サポートセンターがおこなったアンケートで、回答の約 40 % が団体の運営事務に対
する支援を必要とされていることがわかりました。また、全国各地でNPO法人の事務に関する課題意識が大きくなっ
てきています。そんななか岡山県で考案された「NPO事務力検定」が注目を集めています。

和歌山でも開催します！「NPO 事務力検定」

団体の足腰を強くする「事務」
　和歌山県 NPO サポートセンターでは、今年度、県
内各地で NPO・ボランティア団体向けに「事務」に
ついて考える講座を実施し、多くのご参加をいただき
ました。
　NPO 法人の活動分野は多岐にわたりますが、法人
としての事務は活動分野を問わず必要となります。
NPO 法や法人の定款に基づくものだけではなく、組
合等登記令による法人登記はすべての NPO 法人に必
須な事務。ほかにも、報酬等を支払った場合の源泉徴
収や納税などの税務、職員を雇用している場合は雇用
保険や社会保険等への加入といった労務など、NPO
法人の事務は幅広い分野にわたります。
　NPO 法人の事務分担を整備し、適切な役割分担を
実施することで、持続可能な NPO 活動にもつながり
ます。

行政や企業などとの協働にも
　行政や企業などとの連携・協働による事業を進めら
れていたり、進めたいと考えておられる NPO 法人も
多いかと思いますが、行政や企業など他団体と事業を
する際にも事務が必要になります。特に助成金や補助
金などの費用支援がある事業の実施経験がある団体の
みなさんは、事業報告書や会計報告の作成に悩まれた
経験がおありではないでしょうか。
　事業を実施した団体側にとっては大きな負担になり

NPO 法人
事 務 局
セミナー
in 和歌山

NPO 法人
事 務 力
 検 定  
in 和歌山

×

2014 年 1月 19 日（日）
10:00～16:00 （50分間休憩あり）
会場：和歌山ビッグ愛 9階会議室 C

講師：加藤彰子さん（NPO 法人岡山
NPOセンター・ＮPO事務支援センター長）
受講料：無料 （昼食は各自ご用意ください）

内容：①定款・所轄庁手続き、②法務局関連手続
き、③会計・決算、④雇用と給与計算

受講されるものに○を （　　）NPO法人事務局セミナー／（　　）NPO法人事務局検定

お名前（　　　　　　　　　　　　　　）

団体名（　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先（　　　　　　　　　　　　　　）

申込先　和歌山県NPOサポートセンター
　TEL　073-435-5424
　FAX　073-435-5425
　E-mail　info@wakayama-npo.jp

主催／和歌山県NPOサポートセンター　　運営協力／岡山NPOセンター

2014 年 1月 26 日（日）
10:00 ～ 12:00 （検定・解説各 60分）
会場：和歌山ビッグ愛 9階会議室 C

受験料：1,000 円（資料代・運営経費
に充当。当日申し受けます）
対象：NPO 法人の事務職員、NPO 法人の事務
職員を目指す方など。

問題作成：NPO法人岡山NPOセンター

NPO法人事務局セミナー・NPO法人事務局検定受講申込み

　「NPO法人の事務が不安」…というNPO法人のみなさまの声にお応えする形で和歌山県NPOサポー
トセンターでは今年度、NPO 法人の事務力向上をテーマに様々な講座等を展開してまいりました。今
回は、「どの NPO 法人にも共通する事務」について集中的に学び、その習熟度を「検定」という形で
測ることで習熟度を分かりやすくし、NPO法人の事務能力向上をめざします。

【NPO事務局検定の出題範囲】
　＊NPO基礎：非営利の意味、NPO法人や他法人との違い、NPO法に用いられている用語など
　＊所轄庁手続：情報開示事務、設立時手続、事業終了後手続、役員変更、定款変更手続など
　＊法務局手続：法人の設立時期、登記の期限、役員変更手続、登記事項証明書の読み方など
　＊会議の運営：社員総会、理事会の要件、手続など 
　＊会計処理：現金や通帳の管理、現金出納帳、勘定科目、仕訳、月締め、各種台帳など
　＊労務管理：就業規則、雇用時の手続き、日々の手続き、退職時の手続、社会保険など

がちですが、資金を支出した行政や企業にとっては納
税者や企業内部・株主のみなさんへの説明責任を負っ
ていますので、きちんとした報告を必要とされる事情
があるのです。
　そういった、他者との連携を考える上でも法人の事
務のあり方を検討するのは重要なことです。

事務局セミナーも開催！
　今回の NPO 法人事務力検定の前には「NPO 法人事
務局セミナー」を開催します。合わせて受講いただく
ことで、NPO 法人に必要な事務を広く理解いただけ
ること間違いなし！是非受講ください。

■NPO法人事務局セミナー
　1月 19 日（日）10 時～ 16 時（休憩 50 分）
　講　師　加藤彰子さん（岡山NPOセンター）
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　参加費　無料（昼食は各自準備）
■NPO法人事務力検定
　1月 26 日（日）10 時～ 12 時（検定・解説各 60 分）
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階会議室 C
　受講料　1,000 円（資料代・検定運営経費等）
ともに事前申込み必要。NPOサポートセンターまで。

どのNPO法人にも共通する事務

NPO法人の活動により異なる実務

NPO法人全般のレベルアップ！

▼

＋

①定款・所轄庁手続き ②法務局関連手続
き ③会計・決算 ④雇用と給与計算など

NPO 法人事務力検定でカバーする範囲。
あらゆる NPO 法人が関わる可能性のある
事務について共通認識をもてるように。

福祉、子育て支援、まちづくり、環境、防災、
国際協力など分野により発生する実務

対外的にも信頼されやすい NPO セクター
の育成につなげる

Ｎ
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