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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

県の過疎対策事業から出発
　昨年すさみ南 IC まで延伸した紀勢自動車道の上富田 IC から車で
30 分ほど走ると、地域の女性たちが運営する「川添カフェかーちゃ
んの里」があります。
　カフェの名前にある「川添」地域は白浜町市鹿野地区など日置
川上流域の10集落で構成されています。高齢化が進み、人口が年々
減少しているなか、和歌山県の過疎集落再生・活性化支援事業を
2012 年から 3 年間活用。川添に賑わいを取り戻すことを目的に地
域の女性たちが 12 年 7 月に「川添かーちゃんの里」を結成し、ま
ず地域の食文化を発信しようと「川添弁当」を考案しました。そ
のほか、地域の高齢者の見守りを兼ねて無料で弁当を配達したり、
川添地域の産品を利用した加工品を開発・販売するなど、地域活
性化に貢献としたいという一念で活動に取り組みました。

山村に活気を！かーちゃんのカフェ
「川添カフェかーちゃんの里」オープン！

　県の支援事業の最後となった昨年 3 月、廃校になった旧川添中
学校を利用し、カフェをオープンしました。美術室だった教室を
食堂に、隣の家庭科室を調理場として利用。玄関には、メンバー
が店名を書いた木製の手作り看板とメニュー板を設置しました。
　食堂前の廊下では、新鮮野菜や手作り味噌などの加工品を販売。
中に入ると、お揃いのかわいい手作り帽子とお茶をイメージした
エプロンをつけた「かーちゃんの里」のメンバーが楽しそうに接
客されています。
　食事メニューは、材料や調理方法を吟味し 100％手作りの「かー
ちゃん定食」（数量限定）や、日によって「めはりずしセット」・「さ

んま寿司セット」などの月替わ
りのメニューがあるほか、カ
フェメニューには地域の名産で
ある「川添茶」を使ったシフォ
ンケーキと飲み物がセットに
なった「ケーキセット」があり
ます。
　メンバーの方々は、このレス
トランが地域の交流拠点とし

て、また地域を離れた人たちが帰ってこられる場所として、　多
くの人を招き、地域の活性化になればと、無理せず、楽しく運営
していきたいそうです。
　オープンしてまもなく 1 周年。現在茶摘み体験とセットにした
企画などを考案中だそうです。気軽に行くには少し不便な場所で
すが、春は桜がきれいだといいます。豊かな山村にほっこりしに
行きませんか。

「過疎集落再生・活性化支援事業」で地域の交流と賑わいを

中学校の教室を
活用。イスは学
校当時のもの。
どこか懐かしい
雰囲気が楽しめ
ます

この日の「かー
ちゃん定食」は
里芋コロッケや
わらびの白あえ
など地元産の材
料がたくさん！

川添かーちゃんの里
NO.23

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。

サポセン主催講座
■NPO事務局セミナー&事務力検定
　NPO 法人の事務は、法人の「足腰」だけではなく、
対外的な信頼を得るためにも重要。この際に一気にお
さらいしませんか。事務力検定で腕試しも。
　日　時　3 月 26 日（土）9:30 ～ 17:00
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 B
　参加費　1,500 円（資料代・検定受講料）
　定　員　20 名
　備　考　途中 60 分間休憩あり。昼食ご持参下さい。
■NPO基礎講座
　NPO とは？ NPO 法人ってなに？基礎から学びます。
　日　時　4 月 22 日（金）19:00 ～ 20:30
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）
■NPOのための助成金・補助金獲得セミナー
　年度はじめは助成金・補助金シーズン。この機会に
チャレンジしてみませんか。
　日　時　5 月 21 日（土）14:00 ～ 16:00
　場　所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 B
　参加費　300 円（資料代）

お申し込みは和歌山県NPOサポートセンターまで。

NPO中堅職員向け  連続 NPO小説  和歌山の夜明け
　NPO 中堅職員向け研修・交流会が数年ぶりに復活！
連続ドラマ仕立てで様々なテーマでお届けします。た
だいまキャスト（参加者）募集中。1 回のみの参加で
も連続参加でも OK です。
　第 1 回「いまそこにある危機」（地域課題を考える）
　　日時　4 月 23 日（土）18:30 ～ 20:30
　　場所　和歌山ビッグ愛 9 階会議室 C
　　参加対象　県内 NPO の中堅職員（年齢不問）
　　講師（監督 ?!）
　　　志場 久起（和歌山県 NPO サポートセンター長）
　　参加費　300 円（資料代）
　　備考　事前課題があります。

【予告（仮題）・偶数月に 1 回開催予定】
　第 2 回「隣の芝生は青かった？」（事業計画の共有）
　第 3 回「決まりは守ろう」（定款を分析する）
　第 4 回「迫り来る数字」（成果を測る）
　第 5 回「あの人と両思い」（事業を伝える）
　第 6 回「夢を語ろう」（将来展望を共有）

　お申し込み・お問い合わせは和歌山県 NPO サポート
センターまで。

川添カフェかーちゃんの里　　西牟婁郡白浜町市鹿野 1166（旧川添中学校）
【営業日】毎月第 3 土曜日の 11:00 ～ 14:00（売切れ次第終了）　【問合わせ】　白浜町日置川事務所産業建設係　0739-52-2302



助成金 & 支援情報
NHK厚生文化事業団「わかば基金」
　【対象】活発な福祉活動を進めているボランティアグループや
NPO 法人
　【支援内容】支援金部門：1 グループにつき最高 100 万円（全国
で７団体程度）、リサイクルパソコン部門：1 グループにつき 3 台
まで（全国で総数 50 台程度）
　【締切】3 月 31 日（木）必着
　【問い合わせ】NHK 厚生文化事業団（TEL：03-3476-5955）
　【備考】ウェブサイト（http://www.npwo.or.jp/）から応募要項、
申請書のダウンロードができます。

タカラ・ハーモニストファンド
　【対象】日本国内における（1）森林、木竹等の緑を保護、育成す
るための活動または研究、（2）海、湖沼、河川等の水辺の良好な自
然環境を整備するための活動または研究、（3）緑と水に恵まれた良
好な自然環境の保全および創出に資するための活動または研究
　【助成金額】全国で 10 件程度、総額 500 万円程度を予定。
　【助成使途】機材費、消耗品費、交通費、宿泊費、謝礼金など。
人件費及び管理費等の間接経費は対象外。交通費・宿泊費・謝礼金
の合計金額は申請金額の 5 割までを目処。
　【対象期間】原則として助成金贈呈日より 1 年間（例外あり）
　【締切】3 月 31 日（木）必着
　【問い合わせ】公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局

（TEL：075-211-6231・みずほ信託銀行京都支店営業 2 課）
　【備考】宝酒造ウェブサイトから応募要項・申請用紙がダウンロー
ドできます（http://www.takarashuzo.co.jp/environment/fund/）。

ドコモ市民活動団体への助成
　【テーマ】（1）不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対する精
神的・物理的支援、復学・社会的自立支援活動、（2）児童虐待や
DV、性暴力などの被害児童・生徒や社会的養護を必要とする子ど
もの支援及び虐待防止啓発活動、（3）非行や犯罪から子どもを守り、
立ち直りを支援する活動、（4）子どもの居場所づくり、（5）障がい
のある子どもや難病の子どもの支援活動、（6）経済的困難を抱える
家庭の子どもを支援する活動、（7）マイノリティの子どもを支援す
る活動、（8）東日本大震災で被災した子どもたちへの支援活動など
　【対象】国内に活動拠点を置く NPO 法人などの非営利法人（6 月
末までに法人登記完了見込みの団体も可）。複数団体での応募も可
能で、この場合は代表申請団体が非営利法人もしくは中間支援組織
であることが必要。
　【助成額】1 団体 50 万円を標準とし最大 100 万円、助成総額

2,500 万円を予定
　【対象期間】原則として 2016 年 9 月～ 2017 年 8 月
　【備考】総事業費の 20％以上は自己負担が必要です。
　【締切】3 月 31 日（木）必着
　【問い合わせ】NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファン
ド（TEL：03-3509-7651）
　【備考】ウェブサイト（http://www.mcfund.or.jp/）から申請書式
がダウンロードできます。

わかやま地元力応援基金　チャレンジファンド
　【対象事業】独自のアイデアで企画した新たなプロジェクトの実
施や、既存事業の変革によって更なる飛躍を目指す、公益的かつ和
歌山県民を受益者とする事業を応援します。
　【助成対象期間】2017 年 3 月 31 日までに実施される事業
　【申請受付期間】随時受付。事前にご相談ください。
　【助成額】申請額（助成限度額）に定めはありませんが、採択さ
れた場合は団体と財団が連携して寄附を募り、財団運営経費を除い
た額が助成されます。
　【主催】公益財団法人わかやま地元力応援基金（073-428-0011・
http://jimotofund.jp/）

イベント情報
名勝和歌の浦クリーンアップ 
　【日　時】3 月 12 日（土）片男波護岸、 3 月 27 日（日）玉津島神
社と妹背山、 4 月 10 日（日）片男波護岸、 4 月 24 日（日）天満宮
と御手洗池公園。 いずれも時間は 9:30 ～ 12:00
　【集　合】玉津島神社（ただし 4 月 24 日は和歌浦天満宮）
　【主　催】名勝和歌の浦クリーンアップ隊（TEL：073-447-2660・
渋谷さん）　http://wakanoura.exblog.jp/
　【備　考】いずれも小雨決行。参加者はボランティア保険に加入
できます（無料）。

ハッピーマーケット vol.9・10 
　【日時・場所】
　　3 月 21 日（月）10:00 ～ 16:00、扇ヶ浜カッパーク（田辺市）
　　4 月 29 日（金・祝）10:00 ～ 16:00、新庄総合公園（田辺市）
　【出店料】1 ブース 1,000 円（学校・福祉団体・NPO 法人は半額）
　【主催・申し込み】ハッピーマーケット（TEL：090-5641-1604・
鈴木さん、13 時以降）
　【備　考】3 月 21 日は NPO 法人花つぼみ主催の「花まつり」同
時開催。出店料の一部は地元の社会福祉協議会や NPO 法人等に寄
付されます。

　和歌山県 NPO サポートセンターが今年 1 月に実施したアンケートによると、同じ調査を実施した 2 年前と比較し
て事業が拡大しているという団体も多い一方、必要な人材や資金の確保に苦心している団体も増加している傾向に
あります。まもなく新年度を迎える団体も多いはず。一度、改めて自団体の取り組みを振り返ってみませんか。

新年度を「成果を出す」年にするために

自団体のミッションと成果の振り返り
　NPO やボランティア団体が定款・規約に記載して
いる「団体の活動目的」。いま一度読み返してみませ
んか。うちの団体、こういうことを目的に掲げていた
のか、改めて気づくことがあるかもしれません。
　また、団体としてこれまでどのような成果を生んで
きたのかを一度洗い出してみてはいかがでしょうか。
その際には成果を客観的に判断できるよう、できるだ
け数字で表してみましょう（例えば、ボランティア活
動に関与してくれた人数と時間をかけ合わせると延べ
●●時間、活動への参加者が●人増えた、など）。
　団体の目的には目指す地域社会像を描いているため
に抽象的なケースがあります。活動の成果を数値化す
ることで、より具体化が図れるだけでなく、毎年同じ
ことを繰り返すことで年ごとの変化も把握できます。

担い手や対象者を獲得するために
　団体を設立してから年月が経過すると、設立時のこ
とをよく知らない世代も増えてきて、設立時の熱い想
いがなかなか団体内外に伝わらないもの。でも、団体
の活動が魅力的なら、担い手も対象者も減ることはな
いはずですよね。
　そのはずなのに担い手や対象者が減っている、とい
うことであれば、その活動が地域のニーズから少しず
つずれ始めている…という懸念があります。また、自
分たちは担い手や対象者を必要としているつもりなの
に、そうした方に十分情報が伝わっていないのかもし
れません。あるいはニーズの洗いなおしや、情報発信
の手法の再検討が必要なのかもしれません。

新規設立 NPO 法人 紹介コーナー 2016 年 1 ～ 2 月に認証・設立された団体です

◎熊野（新宮市）
　2016 年 1 月 28 日設立　代表者　荒木　博和
　TEL：090-7216-6102　E-mail：a5ra5ki5@zc.ztv.ne.jp
　理念「子どもをはじめ地域の人が物心共に満たされ自己実現す
ること」「熊野の恵みを心身で感じ成長の糧とする」をもとに、ファ
ミリーホームの運営とスポーツ体験の企画、実施の二つから活動
をスタートします。どうぞよろしくお願いします。
◎夢の一歩（和歌山市）
　2016 年 2 月 2 日設立　代表者　濱口　道和

◎ヘルスプロモーション研究センター（和歌山市）
　2016 年 2 月 10 日設立　代表者　有田　幹雄
◎Peer 心理教育サポートネットワーク（和歌山市）
　2016 年 2 月 12 日設立　代表者　小山　秀之
◎ほかぜ（田辺市）
　2016 年 2 月 15 日認証　代表者　　田　公章
◎地域連携活動支援フォーラム（海南市）
　2016 年 2 月 19 日認証　代表者　大泉英次・橋本卓爾

事業計画に「根拠」を見出す
　あなたの団体では「この活動はニーズがあるはず
だ！」という思い込みをされていませんか。なぜその
事業が必要なのか、第三者に明快に説明できるでしょ
うか。そういう観点から事業計画を見直すのも一手。
各種統計などから、自分たちがその活動をおこなう根
拠を導き出してみると、活動の必要性を外部に訴える
際に強力な武器になるかもしれません。

会議の進め方の工夫も
　理事会や役員会などで日々の活動について意思決定
している団体も多いかと思います。できるだけ多くの
意見を取り入れたいところですが、会議の場ではなか
なか全員の意見を拾い上げるのは難しいもの。例えば

（1）会議前に意見をシートに記載してもらい、とりま
とめて会議に提案する、（2）発議者の提案に対する意
見を付せん紙に記入して出しあい全員で確認する、な
どといった会議の進め方の工夫や、模造紙と付せん紙
などを使うワークショップなどのように会議とは異な
る手法で意見を出し合う工夫などを検討してみては。

　和歌山県内の NPO 法人は 380 を超え、ボランティ
ア団体等を含めると 1000 を超える団体が地域づくり
に取り組んでいます。少子高齢化の進展とともに、活
動の担い手の確保が困難になることも予想されます。
今のうちから先を見据えて、組織基盤の強化を意識し
てみてください。和歌山県 NPO サポートセンターで
は新年度から様々な事業をスタートさせる予定です。
是非ご参加下さい。

NPO サポートセンターには会議やワークショップの進め方に
関する書籍もあります。ご活用下さい。

という
状態を

みなさんの団体の取り組みは、どういう地域の課題を解決し、どの
ようなことにつながると成功といえるのか、端的に表現してみると
どうなりますか。みなさんで考えてみては。

という状態
にしたい

団体の活動を数値を用いて紹介すると、成果がより具体
的に伝わります。同じ活動でも数値が示されると、より
多くの関心・信頼を得ることができるかもしれません。

A B当団体では、たくさんの若者に夢を持ってもらい
たいと、多くの職業体験やインターンシップの事
業を提供しています。

当団体では、年間のべ50件の職業体験やインター
ンシップの事業を提供しており、昨年は合計
300 名もの若者が参加しました。

当団体では、年間のべ50件の職業体験やインター
ンシップの事業を提供しており、昨年参加した若
者 300 名のうち約 60％が「この経験が就職活動
に活かすことができた」と答えてくれました。

▼

▼


