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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：http://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：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）

【指定管理者：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

地域の子どもたちの様々な力を育みたい
　「私たちスタッフの T シャツには、毎回の企画が描かれ増え
ていくのですよ」と、お揃いの素敵な T シャツを見せて下さっ
たカルチャー of キッズ。「上質の舞台芸術を子どもたちに見せ
たい」「子どもたちの心の中に無形の文化財を残したい」とい
う熱い想いとともに児童育成活動に奮闘されている団体です。
　この団体は 2006 年に旧田辺親子劇場の元理事 5 名で発足し
ました。芸術鑑賞を通じて、地域の子どもたちの「感じる力」・「考
える力」・「創造する力」を育む活動をめざし、親子で一緒に作
品を共感することで、より暖かい親子の「絆」を作ることを願っ
て、活動しています。
　これまで 11 年間、舞台劇やコンサート、参加型のワーク
ショップなど、幼児から高齢者まで学べる数多くの楽しい企画
を提供してきました。

大きな反響を呼ぶ数々の取り組み
　過去には、アメリカからゲイル・ラジョーイ氏を招聘し、舞
台劇「スノーフレーク」の全国 13 公演を実現させました。こ
の作品は、路上生活者が路上にころがっているガラクタを使っ
てタップやバレエを踊ってみせるユーモアあふれる無言劇。ど
ん底に落ちた時にも前向きに生きようとする人間賛歌として、
大きな評価を得ました。
　また、田辺市立図書館の新館開館 1 周年にあわせて「田辺っ
子、新図書館に集まれ！」をテーマに、図書館とのコラボレー
ションを実現。玄関ホールには、子どもたちが色とりどりの紙
粘土で作ったお菓子を飾った「お菓子の家」が出現しました。
そこから魔女が登場し、イチゴの甘い香りをただよわせた煙を
出したり、本を読んだりしてくれました。また、年齢に応じた
お話が聴けるコーナーがあちこちにあって、視覚・聴覚・嗅覚
に訴える楽しい催しでした。さらに教育委員会との共催事業の
オペラ「森は生きている」では、会場を飾り付けて森にしてイ

メージを高
め た り と、
ひとつひと
つの企画ご
とに、子ど
もたちのた
めの創意工
夫が山盛り
です。

大好評の
裏側にある想い
　多種多様な企画が、毎回大好評で集客が良いのはなぜなの
でしょうか。それは、心に響くような作品選びから始まり、
ただ「おもしろい」「良かった」と思うだけではなく、参加者
に「何かを感じ、考えて欲しい」という理事・スタッフの情
熱とこだわりに秘密がありそうです。資金作りのフリーマー
ケットの開催や助成金応募にも積極的に取り組み、自立した
団体として活動する一方、自治体との信頼関係を築き、民間
と公的機関が互いに協力し合うという理想的な関係も、この
団体の基盤となっています。さらに、「大人のほうが楽しんで
いるかも知れません」という遊
び心いっぱいのスタッフが、強
力なサポート体制を敷いていま
す。
　「でも、私たちのエネルギー
源は、何より、子どもたちの笑
顔です！」と語るカルチャー of 
キッズ。この 3 月には、子ども
たちが風呂敷をかぶって走る闇
忍者修行が実施されます。これ
からも、「みんなの心に残る活
動」が続きそうで、楽しみです。

子どもの心に残る文化を！

カルチャー of キッズNO.35

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
■ 田辺市・橋本市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。

カルチャー of キッズ　TEL  090-9852-7580
URL　Web 検索で「カルチャー of キッズ」で検索すると、団体の Facebook ページが出てきます。

■ 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、会場の賃借料等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」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。

■ 今年 10 月 1 日スタート！ NPO 法人の貸借対照表の公告について
　NPO法人の「貸借対照表の公告の義務付け」が今年 10 月 1日に施行されることが決まりました。「資産の総額の変更登記の廃止」
も合わせて行われる予定です。NPO 法人のみなさまは、対応のご準備をお願いします。詳しくは和歌山県発行の「特定非営利活動
法人の設立及び管理・運営の手引き」（2017 年 4月改正対応版）もしくは和歌山県NPOサポートセンターからお届けした、ご案内リー
フレットをご覧ください。
　上記「手引き」や「ご案内リーフレット」については、和歌山県NPOホームページ「わかやまNPO広場」からも PDF 版のダウンロー
ドが可能です。

　なお、今年9月末（予定）までは引き続き「資産の総額の変更の登記」が必要ですので、例えば今年3月末が事業年度末のNPO法人は、
資産の総額変更登記と、10 月施行に合わせて貸借対照表の公告の双方が必要になります。

■ 和歌山県 NPO サポートセンターに団体パンフレットや活動チ
ラシをお寄せ下さい
　和歌山県 NPO サポートセンターでは、パンフレットラックや掲示板等で、団体紹介パンフレッ
トや様々な事業のチラシをご来館のみなさまにご覧いただいています。
　長期間掲示させていただいているものもあり、なかには団体連絡先が移転されていたり、事業
の形態が変わっていたりするパンフレットやチラシなどもみられるようになったため、適宜取り
替えをおこなっています。
　まもなく新しい年度を迎える団体も多いことから、よろしければみなさまの団体の新しいパン
フレットや事業のチラシを和歌山県
NPO サポートセンターまでご持参も
しくは郵送等でお届けいただけます
と幸いです。
　なお、パンフレットやチラシの掲
示期間については、NPO サポートセ
ンタースタッフにおまかせいただき
ますようお願いいたします。

3 月 23 日には「闇を走る！
闇の中の忍者修行」を開催。
詳しくは Facebook ページを
ご覧ください。

3月 23 日には「闇を走る！
闇の中の忍者修行」を開催。
詳しくは Facebook ページを
ご覧ください。

「遊び」のプロとともに多様なプログラムを展開するみなさん「遊び」のプロとともに多様なプログラムを展開するみなさん



助成金 & 支援情報
耕作放棄地再生活動協働モデル事業・和み（なごみ）
のむら活性化支援モデル事業
★耕作放棄地再生活動協働モデル事業
　【対象事業】和歌山県内の中山間地域にある耕作放棄地の再
生等の「農地保全活動のモデル」につながる事業提案を募集。
★和み（なごみ）のむら活性化支援モデル事業
　【対象事業】和歌山県内の中山間地域の農村地域では過疎化
や高齢化によって「むら機能」が低下し、地域に活気が失われ
つつあります。地域に活気を呼びおこすための企画提案を募集。

★両事業共通の事項
【対象団体】和歌山県内に本拠を置く NPO 法人・ボランティア
団体、生産組織等
【委託額】事業実施期間を最長 3 年とし、1 団体につき 1 年目
50 万円、2 年目 30 万円、3 年目 20 万円（消費税及び地方消費
税を含む）を上限とし、企画提案内容に応じて決定。なお耕作
放棄地再生活動協働モデル事業については、対象となる農地の
規模によって上限額が減額となります。
【締　切】3 月 16 日（金）必着
【提出先】県庁各振興局の農林水産振興部農地課（東牟婁振興
局については農業水産振興課）
【問い合わせ】和歌山県農業農村整備課（073-441-2943）
【備　考】募集要項等は和歌山県農業農村整備課のウェブサイ
トから入手できます。

タカラ・ハーモニストファンド
【対象事業】（1）日本国内の森林・草原、木竹等の緑を保護、
育成するための活動または研究。（2）日本国内の海、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）日本国内の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。
【対象団体】自然環境を守り、育てる活動又は研究を実践する
個人及び団体
【助成件数・金額】総額 500 万円、助成件数 10 件程度
【締　切】4 月 6 日（金）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 　FAX：075-212-4915・みずほ信託銀行
株式会社京都支店営業第 2課内）
【備　考】　詳しい募集要項と応募用紙等はタカラ・ハーモニス
トファンドのウェブサイトから入手できます（http://www.tak
arashuzo.co.jp/environment/fund/yoko.htm）

イベント情報
第3回傾聴ボランティア公開養成研修
高齢者施設等で、高齢者のみなさんのお話に耳と心を傾けて、
精神的サポートを行う「傾聴ボランティア」の研修です。
【日　時】3 月 24 日（土）・31 日（土）両日 13:30 ～ 15:30
【場　所】和歌山ビッグ愛 9階りぃぶる会議室 A
【内　容】講演「話すことで変わる『こころとからだ』」（臨床
心理士・上野和久さん）、「認知症の方への寄り添い」（全国介
護事業者協議会副理事長・三木拓哉さん）、「傾聴ボランティア
の現状」など
【参加費】無料
【定　員】60 名（事前申込み必要）
【主催・問い合わせ・申込み】　ボランティアグループアップル
（TEL・FAX 073-473-2415・岡さん）

ボランティア募集情報
わかやま元気シニア生きがいバンク登録者募集
【対　象】県内にお住いの概ね 60 歳以上の方、または、これら
の方で構成されるグループ・団体
【内　容】福祉・介護、スポーツ・健康づくり、学習・教養、観光・
交流、パソコン・情報通信、趣味、農業・園芸、環境等の活動で、
企業や福祉施設、老人クラブ等で活動します。
【申込み】わかやま元気シニア生きがいバンク（和歌山県社会
福祉協議会地域福祉部内・TEL 073-435-5214、詳しくはウェブ
サイトから　http://wakayamakenshakyo.or.jp/wakaseni/）

【イベント情報募集！】
　県内の NPO・ボランティア団体等が開催するイベント情報を
和歌山県NPOサポートセンターにお寄せください。情報ブログ・
メールマガジン等で発信いたします。

【メールマガジンは毎月 2回配信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベント・助成金情
報をとりまとめてお届け！毎月1日・15日頃に配信しています。
配信をご希望の方は、配信先のメールアドレスを和歌山県 NPO
サポートセンター（info@wakayama-npo.jp）にお知らせ下さい。
携帯電話・スマートフォンへの配信の場合は、配信元アドレス
（npo_tsuremote_mail@googlegroups.com）の受信許可の手続
きをお忘れなくお願いします。

　3 月は多くの団体が年度末を迎えます。NPO サポートセンターでお受けするご相談のなかには「会計がなかなか
合わない」というものも少なくありません。日々の作業のなかでミスは発生しうるものですが、そのミスをできる
だけ減らすことが大切です。そのために必要なことはなにでしょうか。

会計、うまくまとめられていますか？

小さな団体の「会計あるある」
　規模が小さな団体では、団体で必要な物品の購入費
用を代表者や役員がいったん立て替え、後日団体の会
計から精算する、というケースが少なくありません。
　ところが、その後「領収書を紛失した」「個人の買
い物のレシートと混同してしまった」などの理由で費
用を正しく精算できなかったり、帳簿との差額が生ま
れたり、という結果に陥ってしまうことがあります。

NPOの会計担当者に聞く
　では、NPO の活動の現場ではどのような方法で会
計を管理しているのでしょうか。今回、NPO法人ホッ
ピング（和歌山市）の会計担当者・南さんにうかがい
ました。同法人は、法人事務局と、和歌山市から運営
を受託している地域子育て支援拠点「ドレミひろば」
の 2つの拠点を持ち、年間収入は約 700 万円です。

【ポイント 1】　法人の財布は区分する
　ホッピングでは、事務局の小口現金・預金と、「ド
レミひろば」の小口現金、といったように法人の財布
を区分けしています。そのうえで、小口現金が少なく
なった時点ではじめて預金から補充するルールを作っ
ています。
　団体の財布と個人の財布は必ず別としましょう。

【ポイント 2】　領収書等はきちんと整理
　お金の出入りはこまめに記録し、レシートや領収書
などの証拠書類は、部門ごとに分けて日付順に貼り付
けて、折を見て残金の確認をしているそうです。
　「記帳やレシートの貼り付けなどの作業はついつい
たまりがち。でも長い時間放っておくと、ミスを見つ
けたときに、その原因を探るのに非常に時間がかかり
ます。こまめにチェックをするほうが、ミスがあって
も原因が早くわかり、結果的に効率がいいです」と南
さん。

新規設立 NPO 法人 前号以降に新たに設立されたNPO法人をご紹介します
◎ひとのわ（紀の川市）
　2018 年 1月 31 日設立　代表者　鈴木清人
　高齢者の方々をはじめとして地域の全ての方々の身近な困りご
との解決に向けた活動や、住民の方々のやりたいことの手助けを
する活動を行って、住みなれた地域で楽しく安心して暮らせるま
ちづくり活動を行います。困ったことがあればお気軽に問い合わ
せて下さい。
　電話番号 0736-77-5553　メール suzuki-siei@ares.eonet.ne.jp

◎日ノ岬・アメリカ村（美浜町）
　2018 年 1月 25 日設立　代表者　谷 進介
◎FCダンシーマ（御坊市）
　2018 年 1月 29 日設立　代表者　平井 俊哉
◎ヒカリヲ（那智勝浦町）
　2018 年 2月 1日設立　代表者　久保丈二

※ このコーナーでは前号発行後に新たに和歌山県で認証・設立さ
れたNPO法人の情報をご案内しております。

　レシートや領収書等はきちんと区別してまとめま
しょう。
　なお、レシートや領収書の裏面には購入物などの補
足情報をメモしておくと整理の際に役立ちます。
　
【ポイント 3】会計はダブルチェック体制を
　南さんは会計以外の業務にも携わっていて、会計に
専念しているわけではありません。そこで、時おり理
事長と 2人で会計のチェックをおこなっています。
　会計専従の方がいるならともかく、NPO やボラン
ティア団体は 1 人で事務局を切り盛りしているケース
も少なくありません。特に、他の事務と会計を兼務さ
れていると、会計は後回しにされがち。でも会計をま
とめる作業はたいへんです。
　会計は 1 人の責任にせず、複数人でチェックする体
制づくりをおこなうことが大切です。

特集

　小口現金は手提げ
金庫で管理。その金
庫を収めるロッカー
も鍵つきのものを使
うとなお安心。
　物を買った時のレ
シートや領収書を保
管するケースを準備
しましょう。

　レシートや領収
書は、事業ごとに
日付順に並べて綴
じておきましょ
う。
　数が多い場合は
事業ごと・費目ご
とにわけてもいい
かもしれません。

　NPO 専用の会計ソフトを使うこともできますが、現
金や預金の出入金記録程度であれば、一般の表計算ソ
フトでも対応可能。
　最近では、インターネット上で会計を記録する「ク
ラウド型」とよばれる会計ソフトも登場しており、拠
点が複数にわかれていても同じ帳簿を管理できるなど
のメリットがあります。


