
本州最南端から文化・アートの発信地を目指す
　串本町の JR 田並駅を降りると、洋風の白い建物が目に入り
ます。昭和 25 年に建てられた建物は「田並劇場」と呼ばれて
います。この地域は、かつてアメリカ等への移住者が多く、当
時としては珍しい多くの西洋風の建物が建築されました。

隠れていた地域の財産
　廃墟としてほぼ放置されていた田並劇場。11 年前に都会か
ら田並に移住した芸術家の林さんご夫妻にとっては、不思議な
魅力を放つ、とても気になる存在だったそうです。 
　そしてこの建物がかつて劇場として地域に親しまれた歴史を
知り、この場を再び芸術文化と交流の場として蘇らせたい！と
いう思いから、6 年前に「田並劇場再生プロジェクト」を立ち
上げました。 
　まず、資金をクラウドファンディングで募り、修復に必要な

材料をそろえました。時折
友人たちの手も借りなが
ら、劇場の再生に向けた改
修作業に夫婦で取り組みま
した。
　色々な方の協力をいただ
き、廃校や施設で出た廃材
等を譲り受け、修復材料と
して活用しました。そして
4 年の歳月を経て、田並劇
場が蘇りました。

演劇・映画・コンサート
　オープン記念イベントで
は、劇場修復の際に見つけ
た古い映画のポスター等を
ヒントに、石原裕次郎が活

★ 日程は新型コロナウイルス感染症の情勢等により、変更になることがあります。必ずご予約ください。

■講座「オンラインでつくる地域の絆」
　コロナ禍において、地域で様々な集まりを主宰してきたNPOもいわゆる「三密」を避ける工夫が求められたほか、オンラインツー
ルの活用が増えてきました。大阪を中心に NPO支援に取り組んでいる講師から、自身が関わった「スマートフォンや ZOOMなどの
ICT を活用した地域づくりや高齢者に対する ICT の活用支援」等の事例紹介を通し、オンライン活用の可能性を考えます。
　日　時／ 12 月 12 日（土）14:00 ～ 15:30　※12 月 11 日（金）11:00 ～ 11:30　接続テストを実施
　講　師／槇野 吉晃 さん（認定NPO法人サービスグラント）
　定　員／ 60 名（申し込み先着順）
　場　所／オンライン（ZOOM）で開催します。インターネットに常時接続できるパソコンからご参加ください。
　参加費／無料
　　　　　参加ご希望の方は、① 右の QRコードをお手持ちのスマートフォンで読み込む、もしくは② 和歌山県NPOサポートセン
　　　　　ターへメールで、お名前、団体名をお知らせいただく（info@wakayama-npo.jp）のどちらかでお知らせください。追っ
　　　　　て、参加に必要なURL などの情報をお送りします。
　共　催／和歌山市NPOボランティア推進協議会、橋本市市民活動サポートセンター、田辺市市民活動センター、新宮市ボランティ
　　　　　ア・市民活動センター
　

■今年度のNPOサポートセンター主催講座について
　和歌山県 NPO サポートセンターでは今年度、以下の講座の開催を予定しています。開催日が決まりましたらこの情報紙、和歌山
県NPOホームページ「わかやまNPO広場」、メールマガジン等でご案内いたします。
　【NPO基礎講座】NPOの基礎「NPOってなに？」編、「NPO法人の年度末事務手続き」編、SDGs ってなに？
　【NPOのための被災地支援講座】和歌山市会場（2020 年 3月開催中止分の代替開催）、田辺市会場

■メールマガジン配信登録を受け付けています
　和歌山県NPOサポートセンターから毎月 1日・15 日にイベントや助成金等の最新情報をお届けしているメール
マガジンでは、臨時号も随時配信しています。こちらのQRコードから配信登録が可能です。
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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

躍した時代の邦画を上映しました。
　この上映会には、昔の劇場の記憶がある高齢の方々も訪れ、
とても喜ばれたそうです。
　それを皮切りに、演劇や音楽コンサート、芸術家が熊野の魅
力を表現した「くまの地かるた」大会、アートイベント等、アー
ティストや団体と連携した多くのイベントを開催しました。

新しい活動のカタチ
　新型コロナウイルス感染症の影響で、田並劇場も一時は休館
を余儀なくされましたが、この場所を利用して、新しい試みが
できないかと考えました。そのひとつが SNS を活用し、かる
たの札に音をつけてアニメ化する「くまのじかるたの おとプ
ロジェクト」です。このプロジェクトは多くの方の反響を呼ん
でいます。
　現在ではソーシャルディスタンスを保ち、映画上映会を定期
的に開催しているほか、オンラインでの音楽会を開催するなど、
工夫を凝らして活動を続けています。
　「この場所には、地域で文化活動や街づくりをされている方
も自然に集まります」と林さん。多くの方が集まる文化の発信
地として、人々から愛されているこの劇場を舞台に、今後も多
様な文化や芸術が生まれる事を確信しました。
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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～ 16 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

田並劇場　〒649-3515　東牟婁郡串本町田並 1547
TEL 0735-70-1046　メール tacota@tanami.jp

田並劇場ウェブサイト　http://tanami.jp/　「くまの地かるた」の映像は
https://www.youtube.com/channel/UCh48swlwwfdoepdt18OfSFw/videos

■ 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 カ所で出張相談をおこなっておりま
す。ご希望の方は各センターへお電話でご予約ください。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。

■ ビデオ会議（ZOOM）による相談について （要予約・無料）

　インターネット常時接続のパソコンからビデオ会議方式で相談を承ることができます。画面を共有しながらの説明が可能のため、
電話よりもわかりやすく相談が可能。ご希望の方は和歌山県 NPO サポートセンターまでお問い合わせください。NPO サポートセン
ターのご利用状況によっては即日対応も可能です。

洋風の白い外観が目を引きます洋風の白い外観が目を引きます

リノベーションで生まれた空間と
林さんご夫妻
リノベーションで生まれた空間と
林さんご夫妻



助成金 & 公募情報
【新型コロナ関連】NPO法人における持続化給付金の取扱いの変更
　新型コロナウイルス感染症により収入が減少した法人を支援
する「持続化給付金」について、寄付金等を主な収入源とし一
定の条件を満たす NPO 法人が、新たに持続化給付金の支給対
象となりました。
　内閣府が設置する「事前確認事務センター（0120-905-054）」
で事前の確認を経た後、持続化給付金の申請窓口に給付申請を
行うこととなりますので、詳しくは内閣府のウェブサイトをご
覧ください。　
　https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka
　この変更により NPO 法人は以下の①から③のいずれかに該
当した場合は国の「持続化給付金」の対象になります。
① 事業収益が前年度比で一定割合減少した場合
② 事業収益と受取会費が前年度比で一定割合減少した場合
③ 受取寄附金等が前年度比で一定割合減少した場合
　原則として、国の持続化給付金の対象になった場合は、和歌
山県独自の「事業継続支援金」の対象になります。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html
　また①・②に該当し、所定の条件を満たす場合は国の「家賃
支援給付金」の対象になっています。さらに③に該当し、かつ
所定の条件を満たす場合は、国の同給付金の対象に加えられる
ことも今後考えられますので、最新の情報にご注意ください。
　https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/
　国の「家賃支援給付金」の対象となった場合は、和歌山県独
自の「家賃支援金」の支援対象にもなります。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin.html
　ご自身の団体が対象になるかどうか、いま一度確認してみて
はいかがでしょうか。該当する場合は申請手続きをお願いしま
す。

ニッセイ財団「生き生きシニア」活動顕彰
【助成対象】　高齢者が主体となり、長きにわたり継続して月 1
回以上の地域貢献活動に取り組んでおり、今後とも安定した活
動が見込まれる民間の団体。活動の対象は以下の通り。
　（1）高齢者による児童・少年の健全育成活動
　（2）高齢者による障がい者支援活動
　（3）高齢者による高齢者支援活動
　（4）高齢者による地域づくり活動
【助成金額】　1団体あたり 5万円
【募集期間】　11 月 20 日（金）必着
【応募方法】　和歌山県庁に所定の書類を提出ください。書類は
日本生命財団のウェブサイトに掲載されています。
　http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/
【申請先】　和歌山県福祉保健部長寿社会課

　〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目 1番地
　TEL: 073-441-2521　FAX: 073-441-2523

ニッセイ財団「児童・少年の健全育成助成」
【助成対象】　地域活動の一環として定期的かつ日常的に取り組
んでおり、以下の条件を満たす団体。
　（1）申請時点で設立後 1年以上の活動実績がある。
　（2）常に構成員が 10 名以上いる団体である。
　（3）構成員の半数以上が 18 歳未満の児童・少年である。
　（4）月 1回以上を目処とし定例活動を行っている団体である。
　（5）助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理で
　きる団体である。
【助成金額】　物品購入費用として 1団体あたり 30 ～ 60 万円
【募集期間】　12 月 1 日（火）必着
【応募方法】　和歌山県庁に所定の書類を提出ください。必要書
類は和歌山県のウェブサイトに掲載されています。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/d00205227.html
【申請先】　和歌山県青少年・男女共同参画課
　〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目 1番地
　TEL: 073-441-2500　FAX: 073-441-2501

ボランティア関連情報
紀の国わかやま文化祭 2021 広報ボランティア
　来年秋開催の「紀の国わかやま文化祭2021」の公式SNSのフォ
ローやグッズを活用した PRに協力いただける方を募集中。
【活動内容】　文化祭 SNS 公式アカウントのフォローやシェア、
SNS で文化祭の情報の投稿、グッズを活用した広報など
【応募・問合せ先】　紀の国わかやま文化祭実行委員会事務局
（073-441-2417、kinokunibunkasai2021@pref.wakayama.lg.jp）
なお、公式サイトに募集チラシの電子データが掲載されていま
す（https://kinokuni-bunkasai2021.jp/recruitment/volunteer/）。

学生ボランティアが活動できる団体の募集
　和歌山信愛大学（和歌山市）では、在籍している学生がボラ
ンティアとして活動できる団体等を募集しています。
　学内でのチラシの掲示や学生向けポータルサイト等による呼
びかけのほか、大学の講義等で直接呼びかけすることも可能で
す。団体の活動分野は特に問いませんが、学業に影響が出ない
ことなど、大学所定の条件を満たさない場合は募集の呼びかけ
ができないことがありますのでご了承ください。
　ご希望の方は、和歌山県 NPO サポートセンターまでお知ら
せください（メール info@wakayama-npo.jp）。和歌山信愛大学
の担当の方におつなぎしますので、詳細についてはその後の協
議でご確認ください。

　和歌山県内の NPO・ボランティア団体でも活用事例が増えている「クラウドファンディング（CF）」。インターネット
を活用して活動資金を集める仕組みとして定着しつつありますが、「簡単なの？難しいの？」というお問い合わせをい
ただくこともあります。CF の実例から、成功に向けたポイントを探ります。

簡単？難しい？クラウドファンディング

クラウドファンディング（CF）の仕組み
　一般的に CF をおこなうためには、CF を運営する会社
のウェブサイトにプロジェクトを登録し、目標金額と締
切日、リターン（支援いただいた金額に対しての返礼品）
などを設定し、支援を募ります。
　CF は概ね、① All-in（締切日までに支援された金額がす
べて入金される）と、② All-or-Nothing（締切日までに目
標額に到達しなかった場合は入金されない）の 2 通りの
方法があり、登録の際にどちらかを選択します。運営会
社は、クレジットカード決済などで資金集めを代行し、
結果に応じた金額を CF をおこなった人に支払います。こ
の際の手数料が運営会社の収入になります。

CF を成功させるには？
　CF はとにかく、たくさんの方にプロジェクトを知って
いただくことが大事です。多くの場合は CF の運営会社の
サイトのほか、各自のソーシャルメディアなどで情報を
広く拡散されているようです。珍しいプロジェクトでは、
メディアなどを活用して PRすることもあります。
　また運営会社によっては、プロジェクトを成功に導く
ためのアドバイスをしてくれる「キュレーター」と呼ば
れるスタッフが在籍していることもあります。こうした
外部の力を借りることも重要になります。

和歌山県内の CF成功事例から
　表紙で紹介した「田並劇場」はこれまでに 2 回、CF を
おこなっており、1 回目は 75 人から 168 万円、2 回目は
104 人から 160 万円と、ともに目標額 150 万円を上回る
支援を獲得しています。林さんは CF サイト上で、田並地
区の年配の方から聞いた海外への出稼ぎの様子、戦後す
ぐに建設された田並劇場の当時の写真などのほか、再生
計画を紹介。豊かな歴史に育まれた田並劇場の再生にか
ける熱意を紹介されています。
　一方、新宮市中心部で障害福祉サービス事業所を運営
する「NPO 法人ぷろぼのくまの」は、活動拠点の改修に
かかる費用を CF で募りました。同法人の柴田代表理事に
よると、運営会社のアドバイスも受けながら、ソーシャ
ルメディアで支援を呼びかけるだけでなく、新宮市を中
心とした地元企業等には自身や友人が持つネットワーク
を活かして直接足を運び、支援を呼びかけたそうです。

特集 新規設立 NPO 法人 ※ このコーナーでは、前号発行以降にNPO法人の新規設立認証を受けた
NPO法人をご紹介しています。

　その結果、CF だけではなく地元の企業、そして個人か
らも直接支援を募ることができ、合わせておよそ 300 万
円を調達。「寄附を集める活動を通じて、たくさんの個人・
企業とじかにつながることができ、現在の法人の事業運
営にも役立っています」と振り返っています。

CF の成功に向けて
　昨年 10 月、和歌山県 NPO サポートセンター主催の CF
講座で講師を努めてくださった「エイドデザイン」の渡
部さんによると、CF を成功させるためには次の 3 点が重
要とのことです。
　① CF は「勝手にお金が集まる」仕組みではなく「お金
を集めることができる」仕組みだと認識する。
　② プロジェクトを公開して終わりではなく、ソーシャ
ルメディアを活用した情報発信を積極的におこなう。
　③ CF だけに頼らず、募集期間中はアナログ（チラシな
ど）で支援を募る努力を怠らない。
　また、我流で行うとリターン（返礼品）の設定で大き
な間違いを起こす方も多いそうです。CF 運営会社のアド
バイスが受けられるなら積極的に受けた方が、プロジェ
クトの成功確率が高まるとのことです。

　渡部さんが外部アドバイザーを務める CF 運営会社
「FAAVO 和歌山ひろがわ（広川町役場主宰）」では、月に
1度、オンラインでの無料の個別相談会を開催しています。
和歌山県内の方ならどなたでも申し込み可能。CF を検討
されている方はぜひ相談してみてください。
　詳しくは https://is.gd/scsOga をご覧ください。

CF を元に新宮市中心部の空き店舗を改装したNPO法人ぷろぼのくまの
の活動拠点。改装には地元高校生を含むボランティアも参加。まさに「み
んなでつくりあげた」拠点になっています。（写真は同NPO提供）

◎わかやまシニア健康センター（和歌山市）
　2020 年 9月 29 日認証　代表者　山田 俊治
　和歌山市民（将来的には県民）の高齢者が 100 歳の長寿命時代
に向けて、健康で生き生きと楽しい日々を過ごせるように、高齢
者にあった健康体操として “わかやまシニアエクササイズ” に取り

組み「健康長寿日本一わかやま」への一助になる事業を行います。

◎NPO法人フレイルサポート紀の川（紀の川市）
　2020 年 10 月 1日認証　代表者　畠中 美文


