
 

 多くの出会い、つながった皆さんに育てられ支えら

れ、当組織は任意団体から法人格を持って１０年にな

る。現場からつながった人、組織のネットワーク。“何とか

したい！”想いの現場を試行錯誤で独自事業を開拓、

築き合ってきた。今、ＮＰＯの中間組織としての役割が明

確になると共にその重要性を感じている。それはまた、１

０年続けてきたからこそ見えてきた役割でもある。 

 次の１０年、２０年をどう描くのか？現場も社会も、そし

て私たち市民の日常も変化が目の当たりに見えてきた。

変化は新しい時代へ、暮らしやすい社会への転換期で

あり市民の意志が行動となったNPOの先駆性、開拓に

信頼を得る現場力につながってきた。そして次のステッ

プとして協働(行政)、ワークライフバランス（企業）、サービ

スラーニング（大学）と社会構造の柱（セクター）と具体的

関係作りとなって動き始めた。 

 まさに、市民が主となるボトムアップによる地域改革、社

会改革のはじまりである。一方、このことは、NPOのミッ

ションがこの社会の柱とともに協議、確認、検証のプロセ

スを大切にお互いの立場を尊重し明るい未来を描ける

関係作りの大役を担うことになる。この関係性を大切に

する学びあいを新たな始まりの一年にしたい。 

代表理事 松下典子 

 

 

●●記念講演会など、10周年企画●● 

サポートちた10周年を記念し、下記のような事業を行っ

ていきます。会員はじめ多くの皆さまとの出会いを楽し

みにしています。なお、愛フェスについては3ページをご

覧ください。 
 

8月1･2日（半田市雁宿ホール） 

  ●愛フェス知多地域イベント協賛 

  武田鉄也主演｢降りてゆく生き方｣上映 

  サポートちたのあゆみ・会員団体展示 

9月4･5･6日（愛･地球博モリコロパーク） 

  ●愛フェスＮＰＯ村出展 

12月15日（知多市市民活動センター） 

  ●記念講演会｢地域の未来と市民社会｣仮題 

  上野真城子（関西学院大学総合政策学部     

                     総合政策学科教授） 
 

平成21年度総会 
日時 5月22日 14:00～15:00 

会場 知多市市民活動センター2階 会議室 

議案・平成20年度事業報告承認の件 

  ・平成20年度収支決算承認の件 

  ・平成21年度役員選任の件 

交流会のお知らせ 12:00～13:30（昼食代 500円） 
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地域福祉サポートちた 10周年 

つながったみなさま、ありがとうございます！ 



２ 

 

愛知県ＮＰＯ短期派遣研修成果報告会 
 

3月10日に行われた同報告会では、サポートちたに昨

年秋5日間のインターンに入った地域福祉課の中川千

恵さんが、その成果を報告した。中川さんは、研修前はＮ

ＰＯに対して「言いたいことを言って、やりたいことを勝手

にやっている人達」とマイナスのイメージを持っていたの

が、「純粋に困っている人を助けたい人達・そのために自

分達の持っている力を役立てたいと思っている人達・や

りたいようにやって活動を楽しんでいる人達」と認識が変

わったことを発表。このやりたいように楽しくやるということ

が、行政と1番違うところだと感じたという。「協働という形

で、行政にない良い部分を利用させてもらい、公共サー

ビスのよりよい効果を得よう」と参加職員に対してアピー

ル、「愛は知ることからはじまる。まずは、ＮＰＯの人たちと

の対話を」と提案してくれた。 

 この報告会では、会員団体であるネットワーク大府の研

修生2名の報告もあり、デイサービスなど福祉実践現場

での体験が今後の超高齢社会のあり方やＮＰＯの現状

を理解するのに大変役立ったと報告した。なお、愛知県

職員がＮＰＯについての理解を促進するのに大変有意

義なこの短期派遣研修は、残念な事に今回を持って終

了すると報告があった。 

 

サポートちたの職員が変わりました！！ 
 

 昨年度、サポートちたでバスツアーなどを担当してい

た高橋未来が本年度、知多地域成年後見センター・半

田事務所へ異動となりました。また、サポートちたには新

メンバーとして、後藤美和が入りました。 

       ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

新スタッフ 後藤美和 

 今年の3月に日本福祉大

学を卒業し、4月1日よりサ

ポートちたのスタッフとなり

ました、後藤美和です。これ

から、バスツアーなど色々

な事業に関わらせていた

だきます。よろしくお願いし

ます。 

 

 

NPO法人知多地域成年後見センター主催 

べてるが知多にやってきた！ 

「当事者研究が開く世界」 

 
 ちょうど３０年前に北海道襟裳岬に近い人口1.5万人

の浦賀町で、教会の旧講堂を拠点に精神障がい回復者

有志のメンバーで、昆布の袋詰めの下請け作業をはじ

め「べてるの家」の活動がスタートした。そこでは、障がい

のある方が仲間や支援者と地域で暮らしていくための自

助プログラムとして、ミーティング、SST(生活技能訓練)、

当事者研究が行われている。 

 フォーラム当日は、浦賀赤十字病院ソーシャルワー

カー向谷地生良さんから「べてるの活動」について講演

があり、後半メンバー5名による当事者研究ライブが行わ

れた。 

 当事者研究とは、幻覚や妄想からくる困難や生きづら

さの世界を、「研究する」という立ち方をすることで、自分を

みつめ、分析し、起きている苦労のメカニズムの解明や

見極めをする。解決できないままでも仲間やスタッフと一

緒に「ああでもない、こうでもない」と試行錯誤しながら落

としどころを決めていくという。「研究」という言葉から、とて

も難しい内容を想像していたが、向谷地さんをファシリ

テーターに、メンバーから「幻聴さん」のエピソードやメン

バー同士の恋愛関係のもつれなど普段の生活ぶりが語

られた。自分を開示していくことが治療なのか、皆さん積

極的に発言し、障がいからくる困難の重くて苦しいイメー

ジは微塵も感じられなかった。 

 

～ Ada-coda ～新年度事業～ 

 手づくりカフェ～ Ada

-coda ～は、おかげ様

で 7 年目を迎えること

になりました。今年度

は、食を通じて「多文

化共生」を考えるキッ

カケにしたいと思いま

す。ワンデイ・シェフを

通じて広がる人の輪を大切に、ご来店くださるお客様に

は安心をモットーに頑張りますので、これからもよろしくお

願いします。 

ＳＵＰＰＯＲＴ ＮＥＷＳ 

（右）高橋 （左）後藤 



２００９ ５月号 

３ 

ＮＰＯ法人ふれ愛 増床 

東海市で活動を展開

している NPO 法人ふれ

愛では現在、グループ

ホーム増床に向けて工

事が行われています。 

今までの６床に 3 床が

加わり、9 床となります。5

月末に完成し、6月からの利用開始となります。ふれ愛では

グループホームの２階に高齢者住宅を備えています。 

 

たすけあいセンター絆 ＯＰＥＮ 
 

 ＮＰＯ法人絆では、4

月25日（土）に新拠点

となる「たすけあいセン

ター絆」の開所式を行

いました。自然に囲ま

れた中に薄いクリーム

色の壁と濃いこげ茶

色の建物が建っており、ゆったりと落ち着いた雰囲気でし

た。車椅子に乗っている方が気を使わなくてすむよう、土足

のまま入れるようになっていたり、前の建物で使っていたも

のを「せっかくいただいたものだから」と言ってそのまま

持って来て使ったりと、絆に関わる人たちを大切にした場

作りをしています。 

 東浦町長直筆の表札や地元の和太鼓グループの演奏、

そば打ち同好会の打ちたてそばの振る舞いなど、行政・地

域の方々とのよい関係が伺える開所式でした。 

 

ラーメン car 出発します！！  

 社会福祉法人むそうに新

たにらーめん car（移動型

のラーメン屋さん）ができま

した。イベントなどがあれば

ラーメンを作りに来てくれま

す。 

 一杯 500円、最大 200杯

のラーメンを作ってもらえる

ので、大きなイベントなどにも対応できます。 

 
 

 

＜サポートちた事業予定＞ 

第 8 期 NPO マネジメントセミナー開講 

地域福祉サポートちたの会員団体のネットワークを基に

展開してきたNPOマネジメントセミナーも第8期を迎えまし

た。「地域とつながる新しい公共の場づくり」と掲げ、地域の

現場で培い、信用を得て公共へとつなげ続けているNPO

のリーダーたちを講師に迎え、団体活動を進めるにあたっ

て、身につけておきたい運営に関するノウハウの基礎を学

びます。 

 「地域活動を盛り上げたい」「団体を立ち上げたい」「団体

運営の参考にしたい」などボランティアやNPOに関心のあ

る方、是非が参加ください！！ 

 5月スタート全１０回 毎月第 3金曜日 13 ： 30～ 15 ： 30 

知多市市民活動センター 2階会議室 
 

 

モリコロパーク  ファンドレイジング  イベント 

           ～愛フェス～ 

 愛フェスとは、ＮＰＯ法人ＮＰＯ愛知ネット主催、愛知県や

ＮＰＯが協働で実施する大規模イベントです。有名アー

ティストのコンサート会場併設のＮＰＯ村に出展したＮＰＯ

へ、コンサート客の投票により募金配分されるしくみとなっ

ています。一般市民へＮＰＯの周知を図り、主体的市民の

育成を目的とし、ＮＰＯへの資金支援につなげようと企画さ

れたものです。サポートちたでは、このイベントの趣旨に賛

同しＮＰＯ村の企画に参加しています。 
 

＜ブース出展の案内＞ 

 サポートちたで２ブース出展します。１つは10周年を迎え

るサポートちたのブースとして、もう一つを会員団体のブー

スとして出店したいと考えています。サポートちたと一緒に

イベント参加しませんか？？ 

 参加方法は下記の２つです。 

 

①他団体と共同で１ブースを使い１日～３日出展 
（出展団体同士で話し合い、使い方を決めます） 
  

②サポートちたのブースに相乗り参加 

（各団体のパンフレットや物品をサポートちたのブース内

に置き、販売することができます） 
 

※参加費等の詳細についてはサポートちたに 

お問い合わせください。   

TEL ： 05662-33-1631 （担当：五十嵐）  

 

～ Ada-coda からのお知らせ ～ 
ワンデイ・シェフ随時募集しています。興味のある方、一度ご連絡ください。 担当：市野 



 

消費者問題出前講座 
 

 消費者問題に詳しい講師を全国へ無料で派遣し講座

を行います。全国約140,000ヶ所で開催し、好評を博して

きました。消費者契約トラブルの事例とその解決方法、契

約の基礎知識、子どもに起こりやすい事故など、消費者

生活の安全・安心に関わる情報満載の講座です。どうぞ

活用ください！！ 

 
対象別講座と回数：全国 1,500ヶ所（先着申込順） 

受講人数 １講座 原則２０名以上 

講座時間 原則 １回１時間 

会場    無料で借用できる会場準備をお願いいたします 

申込み受付準備    平成21年4月1日～平成22年2月28日 

講師派遣期間           平成21年4月1日～平成22年3月15日 

 

問い合わせ：（社）全国消費生活相談員協会 事務局 

        TEL 03-3449-2749（月～金 10:00～17:00） 

        FAX 03-2448-9830 

      

第5回融資申し込み受付開始のお知らせ 
 

 コミュニティ・ユース・バンクmomoでは、2009年4月6日よ

り第5回融資申し込みの受付を開始しました。momoは、

2005年に20～30代の若者が中心となって設立した市民

による市民のための金融システム（NPOバンク）です。貸

す側・借りる側の枠を越えて、「ともに地域で暮らす仲間と

して一緒に創っていく！」そんな事業を募集したいと思い

ます。 
 

問い合わせ：コミュニティ・ユース・バンクmomo運営事務局 

TEL         052-331-5695 
e-mail   info@momobank.net 

                  担当    木村・西井 
 

☆耳より情報☆ 

 サポートちたでは、マイクセット・プロジェクター・ビデオ

の貸し出しができます！！各１日 1,000 円で貸し出して

いますので、お気軽にお尋ねください！！ 
 

 

 

第22回ホームヘルパー2級課程養成講座 
 

 NPO法人ネットワーク大府では、ヘルパー2級講座を開

催いたします。 
 

日時 平成21年5月11日（月）～8月7日（金） 

    （7月6日～8月1日の間で施設実習5日間） 

場所 ネットワーク大府研修室 

募集定員 45名 

受講料 58,000円（テキスト・実習、税込み） 
 

問い合わせ：NPO法人 ネットワーク大府 
        TEL 0562-44-3735 
         

～マナー講座～ 
サポートちたでマナー講座を開催します。人と直に接す

る皆さんが、現場で活かせるようなゲームや体験型ワーク

を通してマナーを学びます。 
 

日時：６月 24日（水） 10 ： 00～ 12 ： 00 

場所：知多市勤労文化会館 会議室 5 

参加費： 1,000円（先着 20名） 

講師：戸田 愛 
 

お譲りください！ 

新事業開始のため事務机等を探しています 
 ＮＰＯ法人ＮＰＯかわせみでは新事業開始のため、相

談室用の応接セットを探しています。 
 

お問い合わせ：ＮＰＯ法人 ＮＰＯかわせみ 

          ＴＥＬ： 080-3641-3258（担当：永田尚子） 
 

ヘルパー講座で使用する車イスを探しています 

 使わなくなった車イスありませんか？？サポートちたで

は、講座などで使用する車イスを探しています。 

 

問い合わせ：NPO法人 サポートちた 

        TEL：０５６２-33-１７４３（担当：竹内） 

 

サポちた インフォメーション 

会員さんなどから集まる情報をお知らせします。お気軽に情報をお寄せ下さい。 

４ 

 

ＮＰＯ現場見学バスツアー 

5月19日(火) 9:30～16:30 定員8人 

6月25日(木) 9:30～16:30 定員26人 

 参加費 5,000円(昼食代別途) 

第8期マネジメントセミナー 

■成熟した市民社会を目指した新たな展開■ 

5月15日(金) 13:30～15:30   
「住民自治のための市民経営」 

Ｔｅｌ     0562 (33) 1631 
Ｆａｘ    0562 (33) 1743 

Email   spchita@ams.odn.ne.jp 

478-0047 知多市緑町12-1 

知多市市民活動センター1階 

ＵＲＬhttp://www.cfsc.npo-jp.net 


