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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 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：https://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

安心して暮らせるまちを
　JR海南駅近くにある海南市日方地区御門町。熊野街道に面し、
古い家並みが趣を残す静かなまちです。御門町にはかつて賑わ
いをみせた「栄通り」という商店街があり、昭和 50 年頃まで
は海南の中心街でした。しかし、都市整備にともなう人口減少
や少子高齢化の波には逆らえず、今では 65 歳以上の高齢者が
半数近くに及びます。それに伴い変わりつつあるご近所づきあ
い。そのような地域の変化に対応すべく、新しいボランティア
のカタチとして、昨年 4 月、わがまちづくりを考える市民団体
「ごもんいくもん」が設立されました。住民主体で話し合いを
重ねながら、高齢になっても安心して暮らせるわがまちづくり
をめざしています。

住民の助けあい・支えあいの広がり
　設立から約 1 年、住民を元気づ
ける様々な活動が展開されていま
す。御門町を歩いていると、丸太
の椅子がところどころ姿を現しま
す。これは高齢者が家にこもらず、
外に出てきてもらえるよう設置し
たもの。「御門さんぽいす」として
親しまれています。秋には町内で
収穫した柿を使って干し柿づくり
を行い、町内全世帯に配布しまし

た。実はこの活動、配布と同時に高齢者見守りのきっかけづく
りにも一役を買っているのです。３月には町内老人会と協力し
て、高齢者とその家族、ご近所さんにも呼びかけ、避難体験を
実施しました。
　これらの活動は、地縁団体と連携しながら実施しているのだ
そう。既存のつながりを生かしつつ、いろんな人が交流できる
新たなとりくみを地域の中で行っています。活動は共感として
広がり、現在 40 名を超える住民が会員となって活動を支えて

います。

一緒にやれる人がいる
　浄土宗永正寺の門前にあり、商人のまちとして栄えた御門
町。それは今でもまちの強みとなっています。住民のちょっ
とした会話からアイデアが生まれ、それが活動につながるこ
ともたくさんあります。
　御門町で長年洋食店を営む会長さんは、「ここでずっとお店
やってきたから、周りはみな知っている人ばっかりやし、一
緒にやれる人がいるのがええことやな」といいます。活動場
所としてお店を貸してくれたり、さまざまな知恵を出してく
れたりと、まわりには頼りになる人たちばかりです。それは
きっと住民の生きがいにもつながるはず。これから先もわが
まちで安心して暮ら
していけるよう、地
域のチカラを見つけ
て活かす、「ごもんい
くもん」の取り組み
はまだ始まったばか
りです。

住民の想いと自分のできることを持ちよって

ごもんいくもん‐御門を元気にする会‐NO.36

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

サポートセンター主催事業のご案内

■ 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時間までとさせていただいております。

ごもんいくもん －御門を元気にする会－　「ごもんいくもん」の Facebook ページでは、日常のとりくみや町内の様子が発信されて
います。これまでの・これからの活動が紹介されています（「ごもんいくもん」で検索）。

■ 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。
　なお今年度中に、インターネットを使ったビデオ通話による相談を試行する計画です。詳細が決まりましたらご案内します。

■ ご準備は整っていますか？今年 10 月 1 日スタート！「NPO 法人の貸借対照表の公告」
　NPO 法人の「貸借対照表の公告の義務付け」が今年 10 月 1 日に始まります。同時に法務局での「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 ホームページ「わかやま NPO 広場」掲
載のご案内をご覧ください。
　なお、今年 9 月末までは引き続き「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 サポートセンター輪転機の更新について
　これまで 800 万枚以上もの印刷のご利用をいただいておりました、NPO サポートセンター
の輪転機が 5月下旬に新しい機種に更新される予定となりました。
　新機種では機能が大幅にパワーアップしますが、印刷方法が抜本的に変わるため、利用料金
体系も大幅に変わる見込みです。5 月下旬までに新機能と新しいご利用料金をセンター窓口や
ウェブサイト等でご紹介する予定です。
　※ ご利用の形態によっては従前より価格が上がる可能性がありますのでご了承下さい。
　

■ 今年度の講座等実施予定
　和歌山県 NPO サポートセンターでは今年度、以下の地域
で各種事業を計画しています。詳細が決まりましたら追って
ご案内いたします。
【NPO基礎講座】
　那賀ブロック（夏）、日高ブロック（夏）
　和歌山市（秋）、東牟婁ブロック（時期未定）
【NPOのための助成金講座】
　和歌山市・田辺市（8月頃）

【NPOのための被災地支援講座】
　海草ブロック（秋）
【NPOのための交流事業】
　橋本市（7月）、田辺市（9月予定）、和歌山市（12 月予定）、
新宮市（時期未定）

※上記は 4 月中旬時点の予定のため、今後の調整により時期
が変更になる可能性があります。

御門さんぽいす

避難訓練の様子

町内で収穫された柿を使って
作られた干し柿は町内全世帯
に配布されています。



助成金 & 支援情報
近畿財務局和歌山財務事務所の出前講座
　和歌山財務事務所の職員が出前講座を行います。
★出前講座
【テーマ】国の財政の現状と課題、地域経済の現状と見通し、
金融トラブル（詐欺被害等含む）に巻き込まれないために、金
融取引の基礎知識、多重債務に陥らないために、など
【対象団体】市町村、学校・PTA、NPO・ボランティア団体など
★子育てママのための「ミニマネー講座」講師派遣 
【テーマ】ライフプランの立て方、子育てにかかるお金の知識、
資産形成のコツ、子育てに対する金銭教育の重要性、社会保障
や税金（受益と負担）などについて
【対象団体】子育て支援センター、子育て広場、図書館など

★両事業共通の事項
【利用料】講師派遣は無料
【問い合わせ・申込み】　近畿財務局和歌山財務事務所総務課
（073-422-6141）
【備　考】パンフレットは和歌山県 NPO サポートセンターブロ
グに掲載しています。
　http://blog.canpan.info/wnc/archive/3160
　http://blog.canpan.info/wnc/archive/3159

イベント情報
金融経済講演会「暮らしに役立つ行動経済学」
　テレビ番組「オイコノミア」でわかりやすく経済学を解説さ
れていた大竹先生の講座です。
【日　時】5 月 19 日（土）13:30 ～ 15:00
【場　所】和歌山ビッグ愛 1階大ホール
【講　師】大竹文雄さん（大阪大学教授）
【参加費】無料（事前申し込み必要）
【定　員】250 名
【主催・問い合わせ・申込み】　和歌山県、和歌山県金融広報委
員会（073-426-0298、FAX 073-433-3904）

国際交流フェスティバル 2018
　ステージパフォーマンス、外国語で交流できるインターナ
ショナルブース、世界の料理が楽しめるフードコートなどが出

店します。
【日　時】5 月 20 日（日）11:00 ～ 16:00
【場　所】和歌山ビッグ愛 1階展示ホール
【参加費】無料（フードコートは有料）
【主催・問い合わせ】　（公財）和歌山県国際交流協会、和歌山
県国際交流センター（073-435-5240）

被害者支援活動員養成講座（基礎コース）
　事件や事故の被害にあわれた方やそのご家族の方などは、心
理面の負担だけではなく、刑事手続きや裁判への対応なども求
められることがあり、心身ともに困難な状態に置かれます。そ
のような方々を支援する「被害者支援活動員」になるための講
座を開催します。
【日　時】[ 前期 ] 6 月 9 日（土）13:30 ～ 17:00、6 月 16 日（土）
10:00 ～ 16:10、6 月 23 日（土）13:30 ～ 16:40、[ 後期 ] 6 月
30 日（土）10:00 ～ 17:00、7 月 7日（土）10:00 ～ 16:15
【場　所】和歌山県立情報交流センター Big・U
【参加費】申し込み金 2,000 円、前期 3,000 円、後期 3,000 円
【定　員】30 名
【申込締切】5 月 31 日（木）必着
【主催・問い合わせ・申込み】　（公社）紀の国被害者支援センター
（073-427-2100）
【備考】　基礎コース（前期・後期）を修了された方は、所定の
手続きを経て専門コースを受講することができます。
　6月 9日（土）14:30 ～ 17:30 については無料公開講座となり、
どなたでも受講できます。演題「犯罪被害者支援とは何か」、
講師は関根剛さん（大分県立看護科学大学准教授）。定員は 50
名、要申込。

【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。

　わか愛愛 2017 年 11 月号で和歌山県の健康に関する指標は決して高くはないこと、県内で健康づくりの動きをもっ
と広げる必要があることをご紹介しました。今回は高齢者の健康づくりに取り組む団体の事例をご紹介します。

各地で広がる「健康づくり」の輪

身体を動かすことはなぜ重要？
　和歌山市を中心に、健康的な身体づくりを呼びかける活動
をおこなっている「カラダの授業」代表で理学療法士の安原
博文さんにうかがいました。

【高齢者が運動するこ
とはなぜ大事？】
　　高齢者の問題とし
て虚弱（「サルコペニ
ア」や「フレイル」な
どとよばれる症状）が
あげられます。心身が
弱くなり、病気や転倒
などのリスクが増えて
しまいます。虚弱は運
動習慣や食生活の見直

しで予防していくことができます。結果、介護予防や健康寿
命を延ばすことにつながります。
【運動をする上でのポイント】
　　歩くことやリズム体操を行うことを推奨します。持久性
の運動は姿勢を支える筋肉や、心肺機能の強化につながりま
す。合わせて、リズムをとりながら行うと、セロトニンホル
モンの分泌を促し、ストレスの解消や認知症の予防にもなり
ます。
 　「カラダの授業」
　URL　https://karada-no-jugyo.themedia.jp
　※ 出張講座等の受付もおこなっています。

運動プラスアルファでさらに元気に ?!
　和歌山県内でも、高齢者の介護予防等を目的としたグルー
プが多数ありますが、そのなかから 2 団体をご紹介します。
いずれも運動や体操だけではなく、福祉施設等への慰問をし
たり、おいしい料理を囲んでわいわい楽しんだりと、様々な
活動をプラスしており、生きがいづくりの創出などにも効果
が期待できます。
　シニア世代が積極的に外出したり、趣味や友人とのふれあ
いの時間等を持ったりすることは、自身の心身の健康維持に
役立つという調査結果も発表されているようです。
　今後ますます高齢者が増えると見込まれており、人口が減
少に転じても高齢化率自体は上昇を続けるという人口推計の
結果も出ています。それにともなって、介護や医療等の制度
の今後に対する不安の声も聞かれますが、現在各地で展開さ
れている運動・体操にプラスアルファの活動を加えることで
心身ともに健康を維持する仕組みづくりは、結果として地域
を元気に保つことにつながりそうです。

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
◎健康とコミュニティを支援するなるコミ（和歌山市）
　2018 年 4月 2日設立　代表者　宇都宮越子
　当法人では、地域の健康とコミュニティを支援することを目的
として、体操や子ども食堂、様々な教室、和歌山薬膳アンバサダー
養成講座など様々な活動を行っています。『なるコミ』は鳴神に
あるコミュニティの略で、和歌山市鳴神にある宇都宮病院の敷地
内にあります。子ども食堂のボランティアや様々な教室のボラン
ティア講師も常時募集中です。皆様一度遊びにいらして下さい。

　電話番号 073-471-3148　メール utsuetsu@kiu.biglobe.ne.jp
　URL　http://www.narucomi.com/

◎橋本アスリートクラブ（橋本市）
　2018 年 3月 15 日設立　代表者　今西重二

※ 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。

特集

橋本市内には「げんきらりー教室」という、介護予防
のための体操教室を自主的に進める団体が数十あり、
市内各地で活動が行われています。そのひとつ「小原
庄助の会」では体操教室だけではなく、福祉施設等へ
の慰問活動なども精力的におこなっており、みんなで
元気になろうという取り組みを進めています。

小原庄助の会リズム体操部（橋本市）小原庄助の会リズム体操部（橋本市）

NPO 太田の郷では「高齢者の介護予防を自分たちの手
で」と、福祉プログラムを開始。身体と頭の健康を目
的に、ストラックアウト、吹き矢などの身体を使うゲー
ム、脳トレクイズ等のレクリエーションを楽しんだあ
と、会場に併設されている地元食材を活用したレスト
ラン「太田川のめぐ味」でバイキング料理を堪能。ま
さに地域の様々な資源を活かした取り組みになってい
ます。

NPO太田の郷（那智勝浦町）NPO太田の郷（那智勝浦町）


