
■ 「Web 会議」による相談受付が可能です （要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは「Web 会議」による NPO 相談の受付を実施しています。パソコンの画面を共有しながらご
案内することもできます。利用を希望される場合は、 電話または電子メールで相談したいテーマ・希望する日程をご連絡ください。
条件が合えば即日ご相談を承ることも可能です。

■ NPO 出前相談・出前講座をご利用ください
　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 出前相談・出前講座を承っています（概
ね 5名以上のグループが対象）。ご利用は無料です（会場の賃借料等がかかる場合は負担をお願いします）。

■サポートセンター各種講座の開催予定
　【NPO基礎講座】
　NPO 法人制度、NPO について幅広く取り上げる
「NPO基礎講座」を 2020 年 2 月 8 日土曜日に紀の川市
粉河の「山崎邸」で開催する予定です。
　このほか、NPO 法人の決まりである「定款」をみな
さんで読みときながら NPO 法人として行わなければな
らない実務をおさらいする講座を計画しています。
　【防災・被災地支援講座】
　毎年のように気象災害が発生していますが、大規模
災害に見舞われた被災地では NPO やボランティア団体
の活動がそれまで以上に求められる傾向にあります。
　そこで、NPO・ボランティア団体向けの防災・被災
地支援講座を 2020 年初頭に和歌山市内で開催する予
定です。まずは自らが気象災害から身を守ること、そ
して災害後に自分たちができることを考え合います。
　いずれも 2020 年 1月号にてご案内いたします。

■消費税率改定に伴うサポートセンター
保有機器のご利用料金について

　今年 10 月 1 日からの消費税率改定にともなう和歌
山県 NPO サポートセンターの印刷機、長尺プリンタ等
のご利用料金は変更はございません。
　しかし消費税率改定にともない、インクや印刷用紙
などの資材調達コストが上昇したほか、印刷の不良が
連続している封筒については使用する用紙を抜本的に
見直すこととしています。そこで 10 月・11 月の 2ヶ
月間のご利用実績と資材調達コスト、また封筒印刷に
適した用紙のテストをおこなった結果を元に、2020 年
1 月もしくは 2 月にご利用料金の改定をおこなう可能
性がございます。
　みなさまにはご迷惑をおかけしますが、改定が決ま
りましたら速やかにウェブサイト、掲示等にてご案内
いたします。ご理解いただきますようお願い申し上げ
ます。
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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：https://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：認定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

　「知の巨人」とも呼ばれる南方熊楠は、紀南地域が誇る偉人
のひとりです。博物学者、生物学者、民俗学者として活躍し、
特に生物学の分野では、熊野の森で粘菌の研究を行っていた事
でも知られています。
　田辺市内で子育て支援活動を展開している NPO 法人南紀こ
どもステーションでは、そんな偉人・南方熊楠にちなみ「熊楠塾」
という事業を開催しています。副理事長の鹿毛智子さんに「熊
楠塾」についてお話をうかがいました。

熊楠塾の目的
　熊楠塾とはひとことでいえば「南紀熊野の自然の中で五感を
磨く体験プログラム」。

様々な分野の専門家を講師として迎
え、小学 3 年～ 6 年生のこどもたち
が、熊楠のように自然の中で自ら考
え、判断し、行動し、学ぶことで、
さらなる成長を目指しています。

豊かな自然で豊かな体験を
　7 月、南方熊楠もたびたび植物採
集をしたという動鳴気峡（どうめき
きょう）で、自然観察やザリガニ釣
りをしました。足元が泥々で最初は
嫌がっていた子どもたちも、時間と
ともに大胆になり、ザリガニ釣りに

夢中に。粘菌や「ウラギンシジミ」というオレンジ色の蝶（羽
の裏側が真っ白）も発見！熊楠に思いを馳せました。
　8月には、古座川町にある北海道大学の研究林に行きました。
平井の里を散策しながら、観察の力を育てる「フィールドビン
ゴ」、木工作で「ハンドスピナー」「バードコール」「水鉄砲」
づくり、樹木の様々な特徴を知り「樹木博士」への挑戦などを
体験しました。大雨や台風の影響が残る場所を見て、自然のす
ごさを感じるとともに、自然の素晴らしさも実感しました。雨
の後なのに、透明できれいな川に感動し、水を汚さないために、
普段からできることもみんなで考えました。
　冬には、岩出市にある「根来山げんきの森」でツリークライ
ミング体験を行う予定。
　「自然に触れ合うとノコギリをつかったことのない子がノコ
ギリを使えるようになる。怖がっていた生物に触れ合えるよう
になる。そんな成長を間近で見る事が楽しみです」と鹿毛さん。

色々な挑戦ができる人材に
　この熊楠塾に参加したあと、中学や高校に進学した子どもた
ちは、友だちとボランティア活動に参加したり、なかには自転
車で日本一周をしていたりと、色々な事にチャレンジをしてい
る様子がうかがえます。
　ネットや学校、家庭では学べない貴重な体験ができる熊楠塾。
「今後も多くの子どもたちにこの体験をしてもらい、挑戦する
事、工夫することの楽しさを知ってもらいたい」と鹿毛さんは
話します。これからも多くの子どもたちが自然の中でたくさん
の体験をし、成長してゆくことでしょう。

南方熊楠のような好奇心と冒険心を育む “熊楠塾”
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TA 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

各種相談のご案内

サポートセンターからのお知らせ

NPO法人南紀こどもステーション 
〒646-0051　田辺市稲成町 3272 シータスビル 2F　0739-25-0523　http://nansute.net/

■ 田辺市・橋本市での出張相談について （要予約・無料）
　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カ所で出張相談を行なっております。
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。

▲（上）木にロー
プをくくりつけ
てぶら下がる体
験。街なかでは
できないですよ
ね。

▲（下）水辺でい
ろんな生物を探
索しました

▼ 急斜面をモノ
レールで登って
森林の探索に出
発！こんな乗り
物に乗る機会も
めったにないで
すね。



助成金 & 支援情報
大阪コミュニティ財団 2020 年度助成
　財団に寄せられた寄附金を原資とした助成金事業です。医療・
福祉、青少年の健全育成など 13 分野、総額約 7,000 万円を助
成します。
【助成対象】　1年以上の活動実績を有する NPO 法人・市民活動
団体（法人格の有無は不問）
【助成金額】　助成メニューにより助成上限額は異なります。
【助成内容】　原則として、活動に直接必要な費用。
【助成期間】　2021 年 3 月末までに実施される事業。
【締　切】　11 月 25 日（月）消印有効
【主　催】　公益財団法人 大阪コミュニティ財団（http://www.
osaka-community.or.jp/contents/grant/　申請ガイド、申請用
紙のダウンロードもできます）

和歌山県赤い羽根共同募金助成金
　地域が抱える課題解決の取り組みを支援します。
【助成対象】　特定非営利活動法人、社会福祉法人、その他福祉
関係団体。いずれも 2019 年 10 月 1 日現在で 1 年以上の活動
実績があること。
【助成内容・金額】　法人格の種類により異なります。① 特定非
営利活動法人・・・障がい者の就労支援にかかる備品や車両整
備費（50 万円以内かつ総事業費の 90％以内）地域の福祉課題
の解決支援など（20 万円以内）が対象。②その他の福祉関係団
体・・・高齢者や障がい者等の孤立防止・子ども食堂による子
どもの居場所づくり、ひきこもり等の地域支え合い活動など
（20 万円以内）。
※ 社会福祉法人の対象事業、その他詳しくは申請の手引をご確
認ください。
【助成期間】　2020 年 4 月～ 2021 年 3月に実施される事業。
【締　切】　11 月 29 日（金）消印有効
【主　催】　社会福祉法人和歌山県共同募金会（https://www.
akaihane-wakayama.or.jp/　申請の手引、申請書のダウンロー
ドもできます）

JOI 日米草の根交流コーディネーター募集 
　アメリカで 2 年間、日本の文化を地域の人々に紹介するコー
ディネーターを募集します。
【派遣期間】　2020 年 8月～ 2022 年 7月
【派遣地域】　アメリカ南部・中西部・山岳部の大学・日米協会・
非営利団体など
【締　切】　2020 年 1月 6日（月）
【主　催】　国際交流基金日米センター（詳細はウェブサイトを
ご覧ください。https://www.jpf.go.jp/cgp/fellow/joi/）
【備　考】　渡航費や生活費の支援が受けられます。

関西 SDGs ユース・アイデアコンテスト
　SDGs の実現をめざす、若者のためのアイデアコンテスト。
【募集部門】　① 環境問題を解決するアイデア、② 食品ロスをな
くすアイデア、③ フリーテーマ
【応募資格】　関西の学校に通う高校生以上の学生（個人・グルー
プどちらでもOK）
【表彰内容】　グランプリ：活動奨励金 10 万円、優秀賞：活動
奨励金 5万円、企業賞：副賞
【締　切】　エントリー：11月 30 日（土）作品応募：1月 26 日（日）
【問い合わせ】　関西 SDGs プラットフォーム（詳しくはウェブ
サイト https://sdgs-idea.com/ をご覧ください）

イベント情報
地域デビューのススメ～人生は二幕目がおもしろい！
　定年後の生活を有意義に過ごすための秘訣を学びます。
【日　時】11 月 30 日（土）13:30 ～ 16:30
【場　所】和歌山ビッグ愛 12 階 1202 会議室
【講　師】市野 弘さん（NPO法人和歌山保健科学センター理事長）
【内　容】現在の地域課題を学ぶセミナーとワークショップ
【参加費】無料（要申し込み）
【主　催】公益社団法人和歌山県労働者福祉協議会（073-422-
7039　FAX：073-426-1556）

きょうされん 40周年記念映画
　共同作業所連絡会（きょうされん）40 周年を記念した映画
の上映会。来年和歌山県内で開催される、きょうされんの全国
大会 PRも。
【日　時】12 月 13 日（金）14:00 ～、17:30 ～、19:00 ～
【場　所】和歌山県民文化会館大ホール
【内　容】「星に語りて～ starry sky ～」（14:00、19:00）、「夜明
け前～呉秀三と無名の精神障害者の 100 年」（17:30）
　※ 開場はそれぞれ 13:30、17:00、18:45 です。
【参加費】一般 1,000 円　中学生 800 円　小学生・障がい者
500 円（当日販売は各 200 円増）。
【主　催】和歌山県共同作業所連絡会（073-402-1181）

　助成金やイベント情報はわかやま NPO 広場内「情報ブログ」
に随時掲載しています（http://blog.canpan.info/wnc/）。
　また毎月 1 日・15 日配信のメールマガジンが 11 月より見や
すくリニューアル！ブログに掲載された各種情報のヘッドライ
ンをコンパクトにお届けします。配信をご希望の方は配信先ア
ドレスをお知らせください（info@wakayama-npo.jp）。携帯電
話・スマートフォン等で受信される場合は、「npo_tsuremote_
mail@googlegroups.com」が受信できるようメールの設定をお
願いいたします。

　地域には様々な課題があります。今回から、不定期で和歌山県内に存在する地域課題を数字を用いながらご紹介
してまいります。初回については超高齢化社会を目前にした今、和歌山県における高齢化の状況、健康寿命を伸ば
す取組について考えます。

和歌山の地域課題を数字でみる（1）

和歌山県の高齢化の状況
　右の図は、高齢化率の推移です。和歌山県では全国を

上回る速さで高齢化が進んでおり、高齢化率は、2020 年

推計では 33.0％と、県民のおよそ 3 人に 1 人が 65 歳以上

の高齢者という状況です。

　また、今年 1 月 1 日現在における和歌山県の 65 歳以上

の高齢者の総数は 308,220 人。そのうち介護保険の「要支

援」もしくは「要介護」の認定を受けている方は 67,631

人となっており、和歌山県内の高齢者のおよそ 5 人に 1

人が介護保険の受給者としての認定を受けている計算に

なります。高齢化率、要介護認定率とも、全国平均より

数年先行しているとみられています。

健康寿命をどう伸ばすか
　介護を必要とする状態にならないためには、介護予防

に取り組むなど、健康を維持することが重要です。生涯

にわたり健康を維持するためには、平均寿命とともに、「健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる

期間」とされる「健康寿命」をいかに延ばすかが課題となっ

てきます。

　和歌山県内では、介護予防に向けた「シニア・エクサ

サイズ」に取り組む方が年々増加しています。これは、

運動機能の低下を抑える動作を盛り込んだ体操で、これ

以外にも「いきいき百歳体操」など、各地域で様々な体

操が取り組まれています。

　また和歌山県内では、一人暮らし高齢者の増加も続い

ています。このことは、地域づくりだけではなく、防犯

や防災・減災の分野でも大きな課題となり始めています。

特集 新規設立 NPO 法人 前号以降に新たに認証されたNPO法人をご紹介します
◎NPO法人さんくすすまいる TEAMわかやま（和歌山市）
　2019 年 9月 20 日設立　代表者　西平 都紀子

◎NPO法人北吉田蓮の郷（御坊市）
　2019 年 9月 26 日設立　代表者　佐竹 成公

こうした方々の日々の生活を送るうえでの課題や不安を

取り除き、年齢を重ねても元気で安心して暮らせるよう、

地域全体で支え合う環境づくりが必要となっています。

　今後も高齢者が増加するなか、NPO やボランティア団

体には高齢者を地域で支える「生活支援」の担い手とし

ての役割が期待されています。

地域の健康は自らの手で
　わか愛愛の 2017 年 11 月号、2018 年 5 月号でもご紹介

していますが、県内各地で健康寿命を伸ばす取り組みが

進められています。なかには運動だけではなく、地域の

様々な活動にも積極的に参画することで、人だけではな

く地域全体が元気になるケースもみられます。

　いまは介護予防などに取り組まれていない NPO・ボラ

ンティア団体のみなさんも、高齢者福祉に直接関係され

ない分野の活動をされているみなさんも、今後は、活動

のどこかに「介護予防」や「健康寿命の伸長」の意識を

盛り込むことで、新たなメンバーの参画や、地域活性化

など、新たな可能性が出てくるかもしれません。ぜひ、

ご検討ください。

　わか愛愛バックナンバーの公開について
　「わか愛愛」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」にて、2013 年 5 月号以降

の PDF 形式で公開しています。

　https://www.wakayama-npo.jp/sc/aiai.html
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【出典】国勢調査、国立人口保障・社会問題研究所推計。2020 年は推計値

■高齢化率の推移
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【出典】県民の友 平成 26 年 12 月号

■和歌山県内の高齢人口に占める
　ひとり暮らし高齢者の割合
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