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和歌山県NPO・ボランティア情報誌 わか愛愛 隔 月 発 行

発行・編集　和歌山県NPOサポートセンター （指定管理者：NPO法人わかやまNPOセンター）

和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 NPO・県民活動推進室
（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

　御坊市のボランティア団体「よみきかせオヤジの会」は、お
父さんたちが子ども達に読み聞かせ活動をしている団体です。
5 年前より活動を始め、御坊・日高地方の保育園や幼稚園・小
学校・学童保育への訪問を中心に行っています。読み聞かせを
通じて、子ども達に「相手の気持ちになって考えること」の大
切さを伝えています。今回、代表の中西哲也さんにお話を伺い
ました。

イクメンブームの先駆けに！
　きっかけは、中西さん自身の子どもの様子から。ゲームばか
りして遊んでいるのを見て「たまには本も読んでほしい」と、
絵本の読み聞かせをしてみました。するとそれが好評だったの
です。当時、中西さんは青年会議所に所属していたことから、
最初は会議所の企画として始まりました。「オヤジが本を読め
ば子どもとの共通の話題ができ、家族の楽しい時間が増える」
と中西さん。自分の家庭を大切にしたい「オヤジ」達が集まっ
て活動していくうち、団体としての実績も積んできました。

“オヤジ” らしさ
を出す
　絵本は、オヤジ達
が好きなものや「お
もしろい！」と思っ
た本を選ぶそうで
す。食べ物で例える
とママが読む本は栄
養満点の食事なら、
オヤジが読む本は駄
菓子。つまり、少し
くだけた内容の本が
多いということで
す。オヤジならでは
の目線を大切にし、

読み方も工夫しています。
　2012 年には、東日本大震災の被災地でも読み聞かせを行い、
津波の体験談を参考に「ぼくはにげた」という紙芝居も制作
しました。災害時のリアルな描写もオヤジらしい作品になっ
ています。学校や学童保育で披露され、子ども達の反響を呼
びました。

続けていくことが大事
　団体が今感じている地域課題は、教育格差について。これ
からは子ども達が平等に本に触れられるよう、学校への訪問
を強化していくそうです。40代の働き盛りが中心のオヤジ達。
仕事も大変です
が、父親の育児
参加のモデルを
目指し、日々活
動を続けていま
す。家庭の子育
てから地域ぐる
みの子育てへ、
オヤジ達の挑戦
は続きます。

オヤジが絵本の読み聞かせ !?

よみきかせオヤジの会
NO.15

団体連絡先　〒644-0002　御坊市薗 350-28　御坊商工会館 3階　御坊青年会議所内
電話　0738-22-5434　FAX　0738-23-2850　　よみきかせオヤジの会代表のブログ　http://ameblo.jp/ehonist2009/

主催事業の予定について NPO サポートセンター会議室利用について

　和歌山県NPOサポートセンターには、3つの会議室
と一時保育ルームがあります。管理は和歌山県男女共
同参画センター「りぃぶる」がおこなっております。
利用料は無料で、1団体につき 1ヶ月に 4コマ（部屋
ごと、午前・日中・夜間の区分ごとに 1コマと数えま
す）までご利用いただけます。
　最初のご利用の際には団体概要がわかる資料の提出
が必要です。詳細は和歌山県男女共同参画センター
「りぃぶる」までおたずね下さい（073-435-5245）。

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～ 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
■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

この冬はNPOのみなさま対象のスキルアップの機会がたくさん！是非ご活用下さい

サポートセンターからのご案内

■ 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内容もあります。
　また、田辺市と橋本市では定期的に（下記参照）、その他の地域でも概ね５名以上を対象に出張相談を実施しています（出張相談の
ご利用は無料です）。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。

■ 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おります。

わか愛愛のバックナンバーをご覧いただけます
　この「わか愛愛」は、第 60 号（2013 年 5月発行）
以降のバックナンバーを「わかやまNPO広場」ウェブ
サイトにて PDF 形式にてご覧いただけます。
　URL は http://www.wakayama-npo.jp/sc/aiai.html
です。「わかやまNPO広場」メニューの「情報紙バッ
クナンバー」のリンクからもジャンプできます。

　昨年改定された「和歌山県NPOガイドブック」の
全文（カラー 12 ページ）、2012 年 4月改正 NPO法施
行にともなう定款作成例新旧対照表への PDF ファイル
も掲載していますので、ご参考になさってください。

　現在、以下の事業がスタンバイ中！
● NPO法人の事業報告講座
　NPO法人は事業年度末から 3ヶ月以内に提出が義務
付けられている事業報告等の作成・提出と、年度末の
様々な実務についてご紹介します。
● NPO法人会計基準を知る
　和歌山県のNPO法人は「NPO法人会計基準」導入
率が全国 2位！さらにブラッシュアップし、「魅せる」
活動計算書づくりを目指しませんか。
● NPO法人事務局講座・事務局検定
　NPO法人岡山NPOセンターが開発し、全国で開催
されているNPO法人事務局講座と事務局検定。NPO
法人に一般的に求められる事務作業を網羅しており、
NPO法人の事務を担う方は知って、受けて、損なし！
● NPO交流会（仮称）
　分野別の活動が多い県内NPOの「横のつながり」を
生みだし、新たな事業化のヒントなどをつかんでいた
だくことを目的とした交流会を予定しています。

　これらの事業については来年 1月発行予定の「わか
愛愛 Vol.70」で詳しい日程等をご紹介する予定です。
ご自身の団体のスキルアップのためにぜひご活用下さ
い。お待ちしています！

　

イベントでの公演の様子イベントでの公演の様子

幼稚園での紙芝居の披露幼稚園での紙芝居の披露

「ぼくはにげた」の原画「ぼくはにげた」の原画



助成金 & 支援情報
セブン・イレブン記念財団　2015 年度公募助成
　活動助成、自立事業助成、清掃助成、緑化植花助成の 4種類の助
成があります。
【内　容】自然環境の保護・保全、野生動植物種の保護・保全、体
験型環境学習活動、環境の負荷を軽減する生活、清掃活動、緑化植
花活動から選択（助成の種類によって対象外となる活動テーマがあ
ります）。
【助成期間】2015 年 4月 1日～ 2016 年 3月 31 日の 1年間
【助成額】上限 20 万円～ 400 万円（助成の種類により異なります）
【締　切】12 月 15 日（月）当日消印有効
【問合先】一般財団法人セブン・イレブン記念財団　助成担当
　TEL　03-6238-3872　FAX　03-3261-2513
　（受付時間　月曜～金曜 9:30～17:00）
　詳細はウェブサイトをご覧下さい。要項のダウンロードもできま
す。　http://www.7midori.org/josei/

2014 年度近畿ろうきんNPOアワード 助成
　「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
業に助成します。
【内　容】助成期間内におこなわれる子どもの成長を応援する事業
または子育て環境を整える事業に対して助成。予算規模が年間 200
万円以下の団体は「はぐくみコース」のみ、200 万円以上の団体は
どちらか一方のコースを選択できます。
【助成期間】2015 年 4月 1日～ 2016 年 3月 31 日の 1年間
【助成額】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：10 万円 4団体
【募集期間】12 月 1日（月） ～ 2015 年 1 月 30 日（金）必着
【問合先】近畿労働金庫 地域共生推進部
　TEL　06-6449-0842　FAX　06-6449-1415
　（受付時間　月曜～金曜 9:00 ～ 17:00）
　詳細はウェブサイトをご覧下さい。要項のダウンロードもできま
す。　http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/

WindowsXP サポート終了対策リサイクル PC
　2014 年 4月のWindowsXP サポート終了でセキュリティのリス
クが高まる中、非営利活動を行っている団体を支援するためにリサ
イクルパソコンを市場価格よりも割安に提供します。
【対　象】NPO法人、公益法人、社会福祉法人
【提供価格】
ノート PCの場合　性能重視：23,800 円、価格重視：19,800 円
デスクトップの場合　性能重視 ：21,800 円、価格重視：17,800 円
※ Windows７Home Premium搭載、さらにOffce2013Pro も手数
料のみで追加できます。
【申込み方法】　日本NPOセンターが運営する Techsoup（テック
スープ）に団体登録ののち、所定の申込みをおこなってください。
NPO法人の場合はNPOデータベース「NPOヒロバ」への団体情報
の登録が必要です。
　詳細は https://www.techsoupjapan.org/node/443633 をご覧下
さい。

イベント情報
山崎邸学びの遊び場　ふれあい寺子屋
【日　時】毎週土曜日 13:30 ～ 15:30（変更の場合あり）
【場　所】古民家山崎邸（JR 和歌山線粉河駅前）
【内　容】地域の魅力を再発見する学びの場。11 月後半の予定は
　　　　　11 月 15 日（土）「小麦ちゃん農園で焼き芋交流」
　　　　　11 月 22 日（土）「ポングリ図画耕作所の仕事の流儀」
　以降も順次開催予定。
【参加費】無料
【主　催】麦の郷紀の川・岩出生活支援センター　TEL　0736-67-
7080 または 山崎邸内　創（はじめ）カフェ　TEL　0736-60-8233

　和歌山県 NPO サポートセンターには日々、様々なご相談が寄せられます。センターではそのようなよくある質問
をウェブサイトに掲載したり、広報物にまとめたりしています。事前にご確認いただけますと疑問がその場で解決
いただける場合があります。NPOの設立・運営にまつわる様々な情報の入手方法をご紹介します。

NPO の設立・運営にまつわる情報はここでゲット！

NPO法人の設立・運営について
　県内の各 NPO 法人に、和歌山県から
送付されているほか、NPO 法人設立をお
考えの方にお渡ししています、黄緑色の
「NPO 法人の設立及び管理・運営の手引
き」について、追加送付のご希望を時折
いただきますが、数に限りにあるため 1
団体に 1 冊とさせていただいています。
ピンク色の「認定NPO法人制度の手引き」
とともに、和歌山県庁のウェブサイトに
電子データが PDF 形式で掲載されてい
ます。また、各提出書類のひな形も
Word・Excel・PDF 形式で掲載されてい
ます。
　また、NPO 法人設立・運営・事業報告
の際によくあるご質問も Q&A 方式でと
りまとめています。NPO 法人制度、NPO 法人の各種
書類作成に関すること、NPO 法人にまつわる専門用
語の解説ページもご用意しています。
　これらは和歌山県 NPO ホームページ「わかやま
NPO 広場」（http://www.wakayama-npo.jp/）の NPO
について・申請様式等コーナーにリンクを設定してい
ますので、ご活用下さい。

税務・登記・法人運営等について
　和歌山県 NPO サポートセンターには NPO 法人の税
務や法人登記についてのお問い合わせをよく頂戴しま
す。一般的な事柄であればお答えできますが、税務に
ついては税務署が、法人登記については法務局が最終
的に判断しますので、サポートセンターで個々の法人
の状況に応じた税務や登記に関するお問い合わせに十
分に応じることはできかねますのでご了承下さい。
　なお、法人の様々な登記については法務局ウェブサ
イト（http://houmukyoku.moj.go.jp/）の右側にある
薄い赤色の「商業・法人登記申請書等様式」バナーから、
NPO 法人にまつわる登記のひな形が掲載されたペー
ジにリンクしていますのでこちらもご参考になさって
ください。
　また、NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度を
つくる会が運営しているウェブサイト「NPOWEB」
（http://www.npoweb.jp/）の「旧・なんでも質問箱」
に NPO 法人制度に詳しい弁護士や公認会計士、税理
士のみなさんが全国の NPO 法人からの質問に答えた
Q&A の記録が残されています。語句による検索もで
きますので、有効にご活用下さい。

各種情報はブログ・メールマガジンでも！

　助成金・イベント・ボランティア募集情報は「わかやま
NPO広場」内情報発信ブログ、メールマガジン（毎月 1日・
15 日発行）でも配信しています。是非ご覧下さい。

　NPO 法人会計基準については「みんなで使おう！
NPO 法人会計基準」（http://www.npokaikeikijun.jp/）
ウェブサイトをご覧下さい。

NPOサポートセンターのご利用について
　和歌山県 NPO サポートセンターのご利用について
は、「わかやまNPO広場」の「センターでできること」
コーナーに掲載しています。サポートセンターの機器
ご利用に関するご案内や、サポートセンターの初回ご
利用時に必要な利用登録用紙も用意しておりますので
ご覧下さい。
　また、和歌山県 NPO サポートセンターの日常は
Facebook や Twitter でも配信中。時折タイムリーな
耳寄り情報も配信しています。是非「いいね！」とフォ
ローをお願いします。

助成金・補助金募集情報について
　和歌山県 NPO サポートセンターに届いた助成金・
補助金等の募集情報は、すべて「わかやま NPO 広場」
内の情報ブログ、毎月 2 回（1 日・15 日）のメール
マガジンにて配信しています。
　ブログは RSS 配信をおこなっていますので、RSS
リーダーなどのサービスをご利用いただきますと更新
情報が随時入手できます。メールマガジンでは毎月 2
回とりまとめての配信となります。ご都合のよい手段
をお使い下さい。メールマガジン配信登録をご希望の
方は info@wakayama-npo.jp まで配信メールアドレス
をお知らせ下さい。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2014 年 7 月～ 10 月に設立
された団体です。

◎エレック（和歌山市）
　2014 年 7月 11 日設立　代表者　岡崎 大輔
【団体からのメッセージ】
　平成 26 年 7 月 11 日に設立しましたエレックです。私たちは、
利用者 1 人 1 人に夢、希望、勇気を持ってもらい、利用者様の希
望にできるだけ沿い、住み慣れた町で生活ができるように心のこ
もった支援を行っていきたいと思っています。

◎むつみ会（海南市）
　2014 年 9月 12 日設立　代表者　竹奥 佳子
　電話 080-6116-4639　E-mail　mutsumikai@outlook.jp
【団体からのメッセージ】
　むつみ会は地域で暮らす障がい者を支援するために障がい者の
親たちが中心となってできた法人です。来年度より毎週土曜日に
日中一時支援事業を行う予定です。障がい者一人一人にとって価
値のある遊び、仕事、余暇を営むお手伝いをします。

◎なごみ（日高川町）
　2014 年 10 月 7日設立　代表者　坂本 末廣
【団体からのメッセージ】
　「NPO 法人なごみ」は、2015 年度中に、和歌山県日高川町に温
もりのある高齢者介護施設を開設する予定です。日高川町の高齢
化率は 30% を超え、地域によっては人口の二人に一人が 65 歳以
上のところもあります。深刻になる高齢者介護問題に少しでも貢
献できればと頑張っています。

◎ふれ愛たび倶楽部（和歌山市）
　2014 年 7月 3日設立　代表者　宮井 淳彦

◎和歌山人工呼吸安全推進機構（和歌山市）
　2014 年 9月 1日設立　代表者　辻本登志英

◎パンダ作業所（和歌山市）
　2014 年 9月 26 日設立　代表者　諏訪 利江

わかやまNPO広場（http://www.wakayama-npo.jp/）

サポートセンターの利用のご案内

NPO法人の手引き等電子データ
NPO法人設立・運営・事業報告等のQ&A


