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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

　兵庫県にある「一般社団法人おいしい防災塾」は、阪神・淡
路大震災を経験した代表の西谷真弓さんが提唱する「災害時に
子どもが自分の力で生き抜く力を。大人が余裕のない時に、自
分自身で耐えられる力を！」という思いから開発された “防災
お菓子ポシェット” というツールを通して、防災講座等を実施
しています。現在その活動は兵庫県を中心に、キャンディアン
バサダーと呼ばれる認証を受けたメンバーにより全国に広げら
れています。
　和歌山県内ではただ一人、キャンディアンバサダーとして活
動を開始している、みなべ町在住の山下恵里さんにお話を聞き
ました。

防災お菓子ポシェットとは
　“防災お菓子ポシェット” とはどういうものなのでしょうか。
　まず、ナイロン袋のなかに、複数のお菓子をつめ、ポシェッ
トのような形にします。なかに入れるお菓子の最初の賞味期限
を記載し、その日までに災害がなかった場合、そのことに感謝
して、防災について親子で考えながらお菓子をいただきます。

も ち ろ ん、災
害が起きた際
は、ポ シ ェ ッ
トのお菓子を
食べることで、
少しでも辛さ
を和らげるこ
とが期待でき
ます。
　ポシェット

作成を通して、防災講座や防災について考えてもらうきっかけ
づくりができます。

和歌山で活動を始めた
理由
　山下さんは 1 年前まで兵庫
県で暮らしていました。
　当時、ご自身のお子さんが 0
歳と 2 歳と幼く、自身が生ま
れ育ったみなべ町では、南海
トラフ大震災が起こる確率が
高くなっていると聞き、もし
災害が起こったら子どもたち
はどうなるのかと感じていた
そうです。
　そんなとき、一般社団法人おいしい防災塾の活動に出会い
ました。子どもたちに無理に怖い思いをさせて訓練させるよ
りも、子どもたちが大好きなお菓子を通して不安を抑えて防
災について学ぶという考え方に共感。「おいしい防災塾」が募
るキャンディアンバサダーとなり、和歌山に帰ったらこの活
動を是非紹介したいと思ったそうです。

子育て活動とリンクして
　山下さんはこの春、みなべ町内で初めて防災お菓子ポシェッ
ト講座を開催しました。また、地域の社会福祉協議会主催の
防災講座でも防災お菓子ポシェットの紹介をしています。
　山下さんは、防災お菓子ポシェットの普及をきっかけに、
地域のお母さん方と知り合いになり、子育て支援サークルを
立ち上げました。みんなで集まって、子育てや防災について
様々な情報を交換しているのだとか。
　地域に暮らす人が、特技や資格を発揮し、活動が広がって
いくことが期待されます。

お菓子を通して防災を学ぶ

キャンディアンバサダー　山下恵里さんNO.37

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。

【キャンディアンバサダーとは】
「どんな時も子どもたちの笑顔のために！」に共感・賛同し、防災の意識を地域で広めるため、居住地域で「おいしい防災塾」を展
開する一般社団法人おいしい防災塾のメンバーのこと。詳しくは http://oishi-bosai.com/ をご覧ください。

■ NPO 出張相談・出張講座、ビデオ通話による相談の試行について
　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、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」
も併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 3 月）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（印刷機）の更新について
　NPO サポートセンターの輪転機が新しい印刷機に更新されました。カラー印刷、冊子作成等、機能が大幅にパワーアップしまし
たが、印刷機構が抜本的に変わったため、利用料金体系が大幅に変わりました。詳しくは、和歌山県 NPO ホームページ「わかやま
NPO広場」をご覧ください。

★NPOのための資金獲得を考える週間！
　8 月下旬は、県内各地で NPO・ボランティア団体向けの資
金獲得について学ぶ講座を集中的に展開します。
【県内縦断！NPO助成金獲得講座
　～資金獲得のコツを知って活動をパワーアップしよう！】
　県内 3 会場で開催します。助成金を獲得する側、支給する
側双方の視点から、NPO・ボランティア団体が助成金を獲得
するために必要なポイント等を学びます。また、事業型 NPO
にとって有利な「融資制度」についてのご紹介も。
【橋本会場】8月 24 日（金）13:30 ～ 15:15　定員 20 名
　橋本市市民活動サポートセンター（保健福祉センター 2階）
【和歌山会場】8月 24 日（金）19:00 ～ 20:45　定員 30名
　和歌山ビッグ愛 9階会議室 B

【田辺会場】8月 25 日（土）13:30 ～ 15:15　定員 20 名
　田辺市民総合センター 2階会議室 1

【全会場共通】
講　師　梅田純平さん
　　　（大阪ボランティア協会事務局主任）
ゲスト　日本政策金融公庫和歌山支店
参加費　300 円（資料代）

お申込みは和歌山県NPOサポートセンターまで。
【和歌山県商工振興課主催クラウドファウンディング活用セミナー】
　日　時　8月 29 日（水）14:00 ～
　場　所　和歌山ビッグ愛 9階
　NPO 関係者も参加可能です！インターネットを活用した新
しい資金調達について学びましょう！詳細は後日発表です。



助成金 & 支援情報
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs
　NPO/NGO が持続発展的に社会変革に取り組めるよう、組織
基盤の強化に助成します。
【テーマ】世界的な社会課題である「貧困の解消」に向けて取
り組む NPO/NGO が持続発展的に社会変革に取り組めるよう、
その組織基盤強化に助成。
【対　象】国内外で貧困の解消、または貧困と関連のある問題
の解消に向けて取り組む NPO で、団体設立から 3 年以上、日
本国内に事務所があること、有給常勤スタッフが 1 名以上であ
ること。
【助成額】「組織診断からはじめるコース」「組織基盤強化コース」
で異なります。詳しくは募集要項をご確認ください。
【問い合わせ】NPO法人市民社会創造ファンド（TEL 03-5623-
5055、FAX： 03-5623-5057、E-mail：support-f@civilfund.org）
【備　考】ウェブサイトもご覧ください（https://www.panason
ic.com/jp/　Panasonic→企業情報→CSR・環境→企業市民活動
→NPO支援→NPOの組織基盤の強化と進んでください）

Airbnb 社会貢献体験プログラム
　Airbnb が参加者募集の仲介をおこなっているアクティビティ
のなかで、一定の条件を満たす「社会貢献プログラム」につい
て Airbnb の仲介手数料を無料にするプログラムです。
【対　象】NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、
一般社団法人（非営利徹底型）
【条　件】Techsoup Japan に団体登録をおこなったうえで、
Airbnb が定めるガイドラインに沿って企画された社会貢献プロ
グラムであること
【優遇内容】通常のアクティビティ仲介では、参加費の 20% が
手数料として Airbnb に納入されますが、この社会貢献プログ
ラムに認定されると手数料が無料となります。
【備　考】詳しくは Techsoup Japan ウェブサイト内のリリース
をご覧ください（https://www.techsoupjapan.org/node/78806
8）。

イベント情報
体験しよう朗読ボランティア

　目の不自由な方のために、新聞や小説をパソコン録音し、ネッ
トや CDでお届けする活動を体験しませんか。
【日　時】8 月 7 日（火）13:00 ～ 16:00
【場　所】和歌山ビッグ愛 6階研修室・5階録音室
【対　象】高校生以上
【参加費】無料（事前申し込み必要）
【定　員】20 名
【締め切り】7 月 20 日
【主催・問い合わせ・申込み】　和歌山グループ声（073-431-38
34、メール　koe@skyblue.ocn.ne.jp）

おそうじサークルほしの会
　みんなで掃除に取り組んだ後、様々なイベントを楽しみます。
【日　時】基本として毎月第 3日曜日の午前
【場　所】紀ノ川の竹房橋付近（紀の川市）
【内　容】掃除の後、絵本の読み聞かせ等を実施します
【参加費】1 家族 300 円
【主催・問い合わせ】　おそうじサークルほしの会（0736-74-33
55）

ボランティアふれあいコンサート 
　趣味や特技を活かしたボランティア活動をしているみなさん
が集合。今回は音楽等で慰問活動をおこなっている団体が集ま
ります。活動に参加してみたい方もどうぞ。
【日　時】7 月 28 日（土）13:30 ～
【場　所】橋本市保健福祉センター 1F 中庭（雨天時は 3F 多目
的ホール）
【参加費】無料
【主催・問い合わせ】　橋本市市民活動サポートセンター（0736
-33-0088）
【備考】　出演団体も募集しています。上記までお問い合わせを。

【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。

　人的資源も経済的資源も限られがちな NPO 活動。そんな NPO 活動を応援するために、大手企業などが NPO 等に
対して様々な優待プログラムを提供しています。一度検討してみてはいかがでしょう。

N PO 向け優待プログラムを活用しよう！

IT 関連は特に豊富！
　アメリカに本拠を置く「Techsoup（テックスープ）」は

世界 160 カ国以上で民間非営利団体に対する IT 支援をお

こなっています。日本国内では認定 NPO 法人日本 NPO

センターが「Techsoup Japan」として事務局を担当し、様々

な企業のソフトウェアを寄贈（システム運営手数料負担の

み必要）もしくは標準価格よりも割安な優待価格による提

供のほか、リサイクル PC の販売取次などもおこなってい

ます。

　Techsoup Japan で取り扱われているソフトウェアは

OS、統合ソフト（Office）、グループウェア、インターネッ

トセキュリティ、クレジット決済システム、クラウドスト

レージ（ウェブ上でデータを共有する仕組み）、グラフィッ

クなど、一般的な組織運営には必要十分なものが揃ってい

ます。また、インターネット上の検索サービスに自団体の

広告を無償で掲載できるプログラム、民泊マッチングサイ

トにおける体験プログラムの提供など、ユニークなものも。

　例えば、パソコン本体は OS のみインストールされたも

のを購入し、必要なソフトウェアを Techsoup Japan で入

手することで、安価に IT 化を進めることができます。

　なお、利用には利用登録が必要です。この際、日本

NPOセンターが運営する団体データベース「NPOヒロバ」

への基本情報登録も必要になりますので、詳しくはウェブ

サイトを御覧ください（http://www.techsoupjapan.org/）。

▲ 和歌山県 NPO サポートセンターのパソコンも Techsoup を
使ってソフトウェアを入手しています。

　Techsoup Japan 以外にも、NPO 法人向けに決済手数料

を割り引いたクレジット決済サービス、簡単に信頼性が高

いウェブページを作成することができるサービス、寄附者

管理に特化してクレジット決済から領収書発行までを自動

的に管理できるサービスなど、NPO 法人向けの無償・優

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
◎サイクリング王国わかやま推進協議会（紀の川市）
　2018 年 5月 28 日設立　代表者　井口 和彦
　国において自転車活用推進法が制定され自転車活用推進計画が
進められていますが、「しまなみ海道」をはじめ各地ではそれ以
前から自転車の活用を地域活性化に活かすべく取り組んでいま
す。和歌山県においてはようやく 800km のサイクリングロード
を整備し「WAKAYAMA800」を唱え、サイクリングイベントを開
催し「サイクリング王国わかやま」が始動したばかりです。
　本法人はこれまでのサイクリングロードの整備促進、サイクル
トレインの推進、自転車活用の講演・シンポジウム、自転車通勤
健康プログラムの推進、地域活性化のためのサイクリングイベン

ト等活動経験を活かし、世界に誇れる和歌山県の観光資源を活か
したサイクリングによる体験型観光の確立、地域活性化、健康促
進に寄与することを目指します。
　電話番号 0736-77-4060　メール guruzia@gerb.ocn.ne.jp

◎シュアスタート和歌山（和歌山市）
　2018 年 5月 21 日設立　代表者　林　明子

※ 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

待利用プログラムが多くの企業から提供されています。

ほかにもあります！
　NPO向けの優待プログラムは IT 分野に限りません。

　大手文具通販サイトでは、先にご紹介した「NPOヒロバ」

で最新情報を掲載していることを条件に、購入価格の割引

が受けられます。

　また、NPO のロゴデザインや印刷物の作成を実費程度

で請け負うサービス、NPO などに特化したネットニュー

スの運営など、少なくない企業等が NPO 向けの支援プロ

グラムを提供しています。

　東京の NPO 法人 NPO サポートセンターが、IT を中心

とした NPO 向け支援プログラムをとりまとめたポータル

サイトを公開していますので、こちらも参考にしてくださ

い。NPO によるサービスの活用例も掲載されています

（NPO支援コレクション　http://npo-sc.org/ncolle/）。

和歌山でも活用の動きが多数
　和歌山県内の NPO 法人でもこうしたサービスを有効活

用し、団体の利用者情報を一元管理することで最適なサー

ビスの提案につなげたり、複数拠点の入出金に関する情報

を瞬時にまとめて経理担当者の負担を軽減したり、といっ

た活用事例がみられます。

　那智勝浦町に事務所を置き、障がい者支援に取り組む

「NPO法人ネオ」さんにお話をうかがいました。

　「当法人では設立当初から IT 活用を推進しており、現在はサイ
ボウズ株式会社のクラウドデータベース「kintone」を NPO優待
価格（年間 1万円程度）で利用し、個人情報や支援スケジュール、
団体内の各種文書等の管理を実施しています。
　これにより、支援している障がいのある方やそのご家族の個
人情報を守ると同時に、訪問先や外部の会議でもスマートフォ
ンやタブレット等を使用
して、安全で円滑に個人
情報や支援記録を確認で
きる仕組みを作っていま
す。
　IT はうまく使えばいろ
いろなことができます。
NPO の IT 活用、おすす
めです！」

　みなさんの団体でも一度、検討してみては？

支援記録のデータベース。支援者個人ごと
に提供している支援の内容、対応記録など
を記入するとただちに反映され、離れた場
所にいる職員もすぐに参照できます

支援記録のデータベース。支援者個人ごと
に提供している支援の内容、対応記録など
を記入するとただちに反映され、離れた場
所にいる職員もすぐに参照できます


