
 6月1日午後、平成24年度

通常総会が、知多市市民

活動センター会議室にて

開催されました。委任状含

め48出席(会員数76)、下記

の全ての議案が承認されま

した。 
 

１．23年度事業報告・決算報告・監査報告 

 今年度は「地域の居場所拡充プロジェクト」の延長として

行われ、対象を高齢者、子ども若者、多世代による新しい

支えあいを視点とした「共生のしくみづくり」を実施しまし

た。福祉人材養成講座では、受講者数もほぼ例年通り修

了生の約半分が現場につながっています。 

 総収入は、４,４９５万円、収支差額は67万円を計上、5月

14日に監査を行った結果、適切に処理されていることを

確認した旨の報告がなされました。 
 

２．役員変更 

[降任理事]  

市川美千代、鈴

木信重、田上光

大、竹 田 加 津

子、松 下 典 子、

村居多美子、村

上眞喜子（7名） 

[新任理事]  

下村一美、下村

裕子、中井恵美子、濱田和枝、市野めぐみ（5名） 
 

３．定款変更 

 法令の改正に伴う変更や、現状との相違による変更事

項の見直しをしました。代表権については、定款通り代表

理事が代表権を有することを報告しました。ただし、法人

運営における理事会の権能を改めて確認し、これまで通

りの運営を継続します。 
 

24年度の取り組み 

●「共生型居場所」の拡充をめざし、現場をア

ピールする機会をつくる 

●地域ニーズに応じた制度外の取組みを創出する

「地域協議の場」設営支援を行う 

●ＮＰＯ現場見学バスツアーを活用した新たな研

修プログラムを創出する 

●県内市民活動センターの情報交換と学習機会を

つくる 

●地縁型組織とＮＰＯの連携方策を探る 

●子ども若者支援者ネットワーク会議を継続し、

課題解決を支援する 
 

とくに、24年度新しい公共支援事業「ＮＰＯ等活動

基盤整備支援事業」として、連携・協働推進人材養

成講座「地域をつむぐ縁結び人養成塾」を行いま

す。まずは、下記事前研修会にご参加ください。 
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□■事前研修会■□ 
 

日時 ７月３０日（月） 13：00～17：00 

会場 東海市立市民活動センター大会議室 

講師 川北秀人さん 
    （IIHOE人と組織と地球のための国際研究所） 

講義 10年後の愛知県に備えて、今、求められ 

    る人「交」密度のまちづくり 

定員 100名 （参加費無料） 

対象 わたしの地域で課題解決のための「協議 

    の場」を実践したい人、どなたでも 

主催 愛知県 企画運営 地域福祉サポートちた 

総会後の会員交流会で新旧理事のみな

さんと参加者 
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 ✿会員団体紹介✿ 
 

『NPO法人ゆいの会』 
 

ゆいの会は、住み慣れた地域で心豊かに暮らし、

困ったときも安心して過ごせるまちづくりを進めるた

め、助け合い・育ちあいの理念で福祉サービス・たす

けあいサービス・ふれあい活動を行っている。平成3

年から始まった活動も今や21年目となり、知多地域の

市民による互助活動の礎となっている。 

今年度通常総会をもって、ゆいの会代表が鈴木信

重氏から下村一美氏へとバトンが渡され、5代目とし

ての想いを語ってもらった。 

 下村代表の想いは、『今まで以上に、いろいろな年

代の方が参加してもらえるようにしていきたい。４月の

介護保険法改正に伴い、収入面ではきびしくなった

が、目の前の利用者や地域の方を大切にしていき、

必要に応じて新しい事業も展開していきたいと考えて

いる。最近では“困ったときは『ゆいの会』に”と認知さ

れ、地域の方から連絡が入るようになった。』とうれし

そうに話をしてくれた。 

 毎年恒例のゆ

いの会“文化祭

2012”（左写真）

が6月16日（土）

に開催された。

ふれあい活動

の紙すき・パッ

チワーク・アート

スコーレ・陶芸・

さをり織り等、日

ごろの活動の成果を披露した。また、オカリナ演奏に

ご近所の方々の参加があり、日頃の御礼を伝えられ

たという。 

 下村代表がゆい

の会にかかわるよう

になったのは、約10

年前。幼い子どもが

いたが、当時の代

表、竹内俊就さんに

声をかけてもらった

ことがきっかけとのこ

と。ゆいの会は、“自

分なりの働き方”を

実現できる場であるという。子育て・家庭・趣味との両

立をしながら、自身の生きがいの場にもなっている。

利用者のためだけのゆいの会ではなく、そこで働くス

タッフの生きがいの場になっていることも大切にして

いきたいと笑顔で語ってくれた。（江ノ上） 

 

 

ＳＵＰＰＯＲＴ ＮＥＷＳ 

 

 

小牧市協働推進課地域協働係 主査 大塚正則氏 
 

 平成6年度、20歳で入庁し水道部

配属の1年目の平成7年1月15日阪

神淡路大震災が起きた。西宮市へ給

水活動支援のために派遣され、そこで

市民の底力を知った。5年目に建設

部へ移り、区画整理課で移転補償を

７年間担当。平成17年度から企画部

企画課で市民協働の担当になり、平

成20年度の機構改革で市民産業部

生活交流課、昨年度、市長交代に伴う機構改革で市長

公室協働推進課と、『市民協働』を背負ったまま二度の異

動を経験し、市民協働のスペシャリストとして8年目の今年

度からは自治基本条例も担当する。 

 平成22年10月に策定した協働ルールブック実務編は、

ONOFFも含めた全体会、分科会等を月1回ペースで開

催、約2年半かけ市民と行政職員の熱い議論や作業のも

と完成した。しかし、熟議の末の策定であっても社会背景

などは常に流動的であることと、行政手続きの範囲におけ

る協働のいくつかの手段として、「協働のすべて」ではない

という。また、協働が進みにくい理由について、行政の縦の

方針と協働の横の連携の住み分けが整理されてないと憂

うが、「協働提案事業化制度」の創設や庁内横断組織「協

働のまちづくり実務者会議」の設置など、“協働”の種をま

き、『みんなでまちづくり、人づくり』の実現に向けたプラット

フォームの形成に励んでいる。 

 岐阜県各務原市生まれでお酒（特に焼酎）とスノーボード

をこよなく愛す。最近ハマっているロードバイクで休日ごとに

しまなみ海道や淡路島、琵琶湖などを走破している。人と

人とのつながりを大切にしながらも「語り負けない」という姿

勢と「郷に入っては郷に従え」の柔軟さが協働をすすめる

原動力になっている。（市野） 

ＮＰＯ担当職員リレー 

 

■話して聴いて元気になる 

               コ―アクティブ会話術 
 

 私の職場をもっと素敵な職場にしたい、いろいろな人

と関係づくりがしたい！という方を対象に、6月10日話し

て聴いて元気になるコ―アクティブ会話術というコーチ

ングの手法を取り入れたセミナーを開催した。 

 会話のポイントをわかりやすく伝えながら、進めていっ

たワークショップ形式だったが、【相手を「可能性のある

人」としてみる】というポイントでは、言葉ではなく、見え

ない心に焦点を当てて話しをするという実践があった。

コミュニケーションでは、見える部分（言葉や身振りな

ど）だけではなく、見えない部分（思いや考え）も、重要

であることを気づかせてくれた内容だった。（江ノ上） 

 心安らぐオカリナの音色に癒される  

 参加者ら 
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∴*・☆.．*゜.☆:*・*:・゜.．☆.．*゜☆:*・: 

  新会員紹介  ☆ご入会ありがとうございます☆ 
 

  【準会員/団体】 (有)セントラルオフィス 様 

  【準会員/団体】 障害者活動センター 愛光園様 

  【準会員/個人】 岩田 淳様 
 

 ☆・*:・∴*☆.．*゜.☆:*・:・*☆゜:・゜.．☆ 

いつも地域福祉サポートちたにご支援、ご協力頂きありが

とうございます。24 年度も引き続きご支援いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○正会員／（団体） 15,000 円  （個人） 5,000 円 

○準会員／（団体）  5,000 円  （個人） 3,000 円 

 ☆・*:・∴*☆.．*゜.☆:*・:・*☆゜:・゜.．☆ 

■□ NPO現場見学バスツアー□■ 
 

■地域で子どもを育てる 

<日にち>7月24日（火） 定員26名 

<見学先>てらこや（知多市大智院）、なちゅ板山、

共育ネットはんだ 
 

■地域で育つ 障がい児支援 

<日にち>8月23日（木） 定員26名 

<見学先>ゆめじろう、ゆめたろうプラザ、学童保育ざ

りがにクラブ 
 

■みんなで考えあう “協働” 

<日にち>9月18日（火） 定員26名 

<見学先>知多地域成年後見センター、ゆいの会、 

エンド・ゴール、りんりん  

<時間> 9：30～16：30 

<集合> 知多市市民活動センター（9:30までに） 

<参加費> 5,000円/回（昼食代別途）  （江端） 

■□福祉人材育成事業□■ 
 

■行動援護従業者養成研修講座   （五十嵐） 

美浜会場（日本福祉大学美浜校） 

<日時>9/13（木） 9:45 ～ 17:00 

          9/14（金）、15（土） 9:30 ～ 17:30 
 

■ホームヘルパー 2 級養成研修講座 

半田会場（平日コース）           （竹内） 

<日時>7/20 ～ 10/26（月水金）9:30 ～ 16:30 

<会場>雁宿ホール、知多市市民活動センター 
 

■介護福祉士対策講座（筆記対策）  （竹内） 

知多市市民活動センター会場   

<時間>9:30 ～ 16:30 

<日程>10/13、28、11/3、18、12/1、15 

■□プロボノ＊ＩＴ支援□■ 
 

 ワード、エクセル、メールって?そんな PC の基本操作

を学び合う支援を知多市市民活動センター交流室に

て 7 月より月 1 回（予定）で開設する。トヨタ車体株式

会社 TAB ふれあいクラブ「IT 支援サークル」による社

会貢献活動で、団体への出張訪問も可能（要相談）。 

                          （江端） 

今年もはじまるよ！ 

ふだんのくらしのしあわせづくり さぽちた講座ラインナップ 

■□認知症を支える「情報流通」促進事業□■ 

～認知症にやさしいまちにしよう～ 

フォトレポーター養成講座 
 

 地域や NPO の情報の受発信ができる仕組みを

利用し、ケータイ写真で認知症に関する情報、例

えば日常の買い物支援や生活支援を担う NPO 等

の地域情報を「フォトレポーター」とともに発信し、た

とえ認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを

目指した取組み。そこで、「フォトレポーター」として

活動するボランティアスタッフを募集。  （市野） 
 

① 8 月 2 日（木）10 ： 00 ～ 15 ： 30 

② 8 月 3 日（金）9 ： 30 ～ 16 ： 00 

③ 8 月 23 日（木）9 ： 45 ～ 12 ： 00 

<会場>①知多市市民活動センター 

②③半田市市民交流センター（ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑB） 

■□子ども支援者のための ABC□■ 

～教育に携わる人のための現代っ子理解講座～ 
 

 子どもの心と向きあうために、今どきの学校や子ども

たちの現状を知る 6 日間の研修。 

<対象>教員・保育者・生活支援員・相談員・学生 

<日時>8/1、3、7、9、21、23（最終回はバス見学） 

<会場>知多市市民活動センター 

<受講料>各回 1,000 円（全日参加 5,000 円） 

                      （竹内・海老原） 



6月 1日より、ホームページを移転しました！ 
 

新 URL http://cfsc.sunnyday.jp 
（旧 URL http://www.cfsc.npo-jp.net） 

 

※お気に入り・ブックマーク等の変更をお願いします。 

■第 9回日本パートナーシップ大賞（協働事業募集） 
<募集期間>6 月 1 日（金）～ 7 月 31 日（火）18 時必着 

<審査>第 1 次 8 月 26 日（日）、第 2 次 10 月 28 日（日）、

最終審査＆表彰式 12 月 1 日（土）13 ： 30 ～中京大学 

<内容>社会の変化を創発する NPO と企業の協働事業を

募集します。応募要項等、詳細は、http://www.psc.or.jp

（担当：水野、木内） ☎ 052-762-0401 

 

■ Mamaふぇすた 11 ｔｈ. 

Mamaが主催するMamaのためのイベント。2日間のべ120

ブース以上の出展があります。詳細はＨＰ等参照ください。 

<日時>7 月 27 日（金）、28 日（土）10 時～ 17 時 

<会場>武豊町民会館（ゆめたろうプラザ） 

<問合>（Ｎ）ＳｍｉｌｅｙＤｒｅａｍ（櫻井）090-6090-5250（10

時～ 15 時）<ＨＰ>smileydream.web.fc2.com/ 

<ＦＢ>www.facebook.com/NPO.SmileyDream 

 

■サマーアタック２０１２特別企画上映会 
東日本大震災の被災者のそばで撮影したドキュメンタリー

映画「傍（かたわら）」～ 3 月 11 日からの旅～ 

<日時>7 月 29 日（日） 2 部制① 10 時～② 13 時半～ 

<会場>半田市立さくら小学校体育館（冷房完備） 

<入場>大人 800 円（当日 1,000 円）、小中学生 500 円

（当日 500 円）※乳幼児無料（託児なし） 

<問合>（N）共育ネットはんだ（水野）090-8079-8809 

<チケット取扱>まちづくりひろばもしくは、半田市教育委員

会生涯学習課まで 

 

■子ども応援プロジェクト「こどものまち ミニおつひ」 

<内容>こどもが「自分で考え、選ぶ」喜びを知り「責任」を

学び、地域の大人や異年齢の子どもたちとの関わりの中で

生きる力を養うことができるような環境づくりの取り組み。 

<日時>7 月～ 11 月/月 1 日曜日開催 10 時～ 14 時 

<会場>おっかわハウス（半田市庚申町 2-58-1） 

＜スタッフ・ボランティア募集＞ 

○こどもスタッフ：小 4 ～中 3（運営方法の検討） 

○大人スタッフ：高校生以上（当日の運営補助） 

<問合>（N)菜の花（PJ 担当：新美）☎ 0569-29-5539 

■キッズクラブ 2012英語でサマースクール in大府 
<内容>年中児～小学 3 年生を対象に、英語学習に加え

アクティビティ等夏休みの思い出の 1 頁をつくります。 

<日時>8/27（月）～ 8/30（木）全 4 回 9 時～ 12 時 

<参加>9,000 円/人（全教材・材料費込）（1 日ランチ付） 

<会場・問合>（N)ネットワーク大府 ☎ 0562-44-3735 

 

■知的障がいのある子どもたちと過ごしてみませ

んか?＜参加者募集＞ 
<内容>知的障がい児の放課後・休日の支援として「日中

一時支援」を行っています。室内で子どもたちと遊んだり、

休日はお弁当を食べ、公園やコンビニに出かけたりします。 

<日時>随時こちらから依頼、土日・祝日・長期休暇歓迎。 

<場所・問合>知多地域障害者生活支援センターらいふ

☎ 0562-34-6293 E メール life-neco@aikouen.jp 

 

■プレママクラブ スタッフ募集 
<内容>学童保育、放課後等デイサービススタッフ募集。 

<勤務>平常平日 15 時～ 18 時頃、夏休みは 1 日中 

<時給>800 円～ 

<場所>みんなの木（半田市彦洲町 1-286） 

     土っ子クラブ（半田市亀崎大洞町 5-9-2） 

<問合>（N)プレママクラブ ☎ 0569-29-0810（石川） 

 

■楽笑 スタッフ（ヘルパー）募集 
<内容>障害児・者の方の外出支援や家事支援。 

<勤務>24 ｈシフト制※ご都合のよい時間（要相談） 

<時給>850 円～ 1,350 円 

<場所>（Ｎ）楽笑（蒲郡市三谷町若宮 99-9） 

<要資格>ヘルパー 2 級以上、または介護福祉士 

<問合>（N）楽笑☎ 0533-66-6228（小嶋） 

 

■損害保険 無料出張相談  
<内容>NPO 法人、社会福祉法人、市民団体の皆様へ！

貴団体をとりまくリスクを分析し、それに対応する保険をご

提案いたします。 

<問合>あいおいニッセイ同和損害保険㈱  代理店   

㈲セントラルオフィス（森岡、天野） ☎ 052-791-4390 

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 

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

478-0047 知多市緑町12-1 

知多市市民活動センター1階 


