
  

1 月 25 日、

NPO 法 人 絆

（東 浦 町）20

周 年 記 念 事

業 と し て「あ

し た の 絆」が

開催されまし

た。 

 あいち健康

プ ラ ザ 大

ホールに600人の参加者を迎え、記念講演はNPO

法人夢の湖舎理事長藤原茂さんの「生きる支援」。

介護度が下がるリハビリデイで実績を上げている

「自己選択・自己決定、本人の力を引き出すケアの

理念」をお聞きしました。絆では、山口県や浦安市

の夢のみずうみ村をスタッフ研修で訪ね、そのシス

テムの一部をデイサービスに反映させています。  

 記念誌に「措置制度の時代に、地域の支え合いを

見直そうと動き出す人がいました」とあります。今まさ

に、地域包括ケアのまちづくりを目指して、支え合い

のしくみづくりが叫ばれていますが、絆のように、90

年代に互助活動を始めた知多地域のNPOにとっ

て、丁寧に積み重ねてきた活動を、基礎自治体ごと

の包括的まちづくりへと華開かせるときがやってきま

した。3月8日には、厚生労働省援護局の荒川英雄

氏を囲んでの学習会「まちづくりは全員参加で」を

絆主催で開催されます。（詳細4P） 

 地域支援事業予算の一部が、生活支援サービス・

介護予防の基盤整備としてコーディネーターの配置

や協議体の設置等に使われる予定です。市民主体

で参加しやすく、地域に根差した介護予防活動や、

生活支援の担い手の生きがいや役割づくりによる互 

 

助活動の推進は、これまで福祉NPOの現場で実践

されてきたことそのものです。 

 阿久比町では、NPO法人もやいと福祉サポートす

みれの会が福祉フォーラムを開催。荒川氏や竹内

啓二町長、地域包括支援センター、社会福祉協議

会、サロン運営者とのパネルディスカッション「ずっと

ここで暮らしたいから」を展開しました。 

 早くからネットワーク

会議を進めている知

多市では、NPO法人

あゆみが新たな健康

サロンをオープンしま

す。（詳細4Ｐ）武豊町

では、NPO法人ゆめ

じろうをはじめ、町内5

法人のネットワークが

立ち上がりました。 

 基礎自治体ごとの包括的なまちづくりに向けてそ

れぞれに準備を進めている、知多地域です。 
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☆サポートちた号☆ 発進！ 

 

一般財団法人白寿会

様より業務用車両購

入費を助成していた

だきました。出張講

座やＮＰＯ現場見学

ミニツアー等で、各

地を飛び回ります。 



２ 

 

■祝！ 認定ＮＰＯ法人ネットワーク大府が誕生 
 

 知多地域初となるネットワーク大府（大府市）が2

月17日に誕生した。現在、愛知県認証による認定

NPO法人は次の5団体。パンドラの会（刈谷市）、

エコネットあんじょう（安城市）、アジア車いす交流

センター（刈谷市）、インド福祉村協会（豊橋市）。 

 

■子若フォーラム中間的就労調査発表・学習会  
 

 子ども・若者の自立支援について考えた平成23

年4月以降、NPO・社協・行政・教育機関が毎月協

議の場を設置、喫緊の課題としてひきこもりや就労

困難な若者の就労先開拓の第一歩となる中間的

就労（就労体験）の受け入れについて昨年12月、

知多市と半田市にある企業170箇所を対象に意識

調査を行った内容をまとめ、2月21日に知多市市

民活動センターで発表した。参加は40名、内訳は

NPO 20、企業 7、社協 6、行政 4、一般 3。 

 昨年12月に成立した、生活困窮者自立支援法

の概念を日本福祉大学原田正樹教授が解説、当

事者アセスメントから生きる意欲を引き出す中間的

就労をどう捉え、社会関係のつながりをどうしてい 

くのか？との論点を受けて、円卓会議メンバーの

エンド・ゴール落合氏、知多保健所精神保健福祉

相談員中村氏、知多市社会福祉協議会河村氏が

支援の現状としてスタッフ確保の不安定さ、ひきこ

もりの長期化と家族の高齢化、居場所支援の次へ

つなげる場の不足の問題を明らかにした。 

 就労体験の受入事業所を代表して第二瑞光の

里生活相談員森川氏が、高齢者支援の担い手不

足という社会課題の解決と特養施設マネジメントの

両面からも中間的就労の必要性を訴えた。また今

回の調査発表より現状を知った加藤造園代表加

藤氏は、課題を抱える前の支援に着目され、知多

青年会議所直前理事長として、子どものチャレン

ジ性や協調性を育む活動に取り組んでいきたいと

された。（市野） 

 

   

 

 

■ムーブメントの起し方  
  

 阿久比町主

催、まちをこれ

か ら 面 白 く す

る た め の ワ ー

ク シ ョ ッ プ ☆

ムーブメントの

起こし方☆が2

月 2 日、9 日、

16日の3日間 

開催され、アド 

バ イ ザ ー と し

て参加した。町内外問わず参加した多様な人たち

が情報交換し、一緒に育ちあいながら想いを形に

するプロセスを体験した。今後「住民税1％町民予

算枠制度」活用へつなぐフォロアーとしての担当

課手腕に注目したい。（市野） 

 

■組織運営強化ゼミ＠一宮市民活動支援センター 
 

 昨年10月から始まったNPO支援講座では、組

織の魅力を発揮するために仲間とどうしていくの

か？組織にまつわる悩みを解決するために市民

活動団体運営強化を目的に月一開催、5回を終え

累計48名が参加した。3月8日はNPO現場見学バ

スツアーでふれ愛、ゆいの会、もやいを訪問する。 

 

■ＬＩＸＩＬ知多工場 コミュニティダイアログ 
 

 株式会社LIXILが地域円卓会議設置を全国展

開、地域の利害関係者との対話より相互信頼を築

きながら社名変更やCSRを周知する。知多工場で

は2月4日開催され、社員10名と地縁・行政・商工

会・NPO ・社会福祉法人等10名との新たな出会い

になった。（市野） 

 

■アイシン精機 助成金獲得報告  
 

 NPOのマネジメント力UP！や団体交流の場とな

る「経営シュミレーションゲーム」を研修事業として

企画運営するために、アイシン精機の助成を受け

ゲーム盤を購入すること

になった。チャリティコン

サートの収益金やアイシ

ングループ役員・従業員

様の募金か ら なる応援

金を大切に使わせてい

ただきます。ありがとうご

ざいました。（五十嵐） 

ＳＵＰＰＯＲＴ ＮＥＷＳ 

「できること」が違うからこそ話し合いの中で解決を見つけるこ

とができる。最後に原田先生の宿題「そもそも就労がゴール

という価値観はどうか？」今、社会のあり方が問われている 

阿久比の豊かな自然を子ども・農業・蛍

を通して情報発信する4つのプロジェクトが

立ち上がった 

 

さわやかふれあいセン

ター杉田さまより受贈 
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■認知症円卓会議  
 

認知症になっても尊厳ある暮らしをどうつくる

か？地域でどう支えるか？NPO法人だいこんの花

が主催する「地域の支え合い体制づくり事業」4事

業の1つ「認知症円卓会議」については、サポート

ちたが企画運営し、課題の共有と解決策を検討す

る事を目的に実施している。 

協議メンバー

14 名 は 行 政

( 福 祉 課・企

画課)、社協、

包括、介護事

業所などの支

援機関から、

まちづくり、生涯学習、子育てのNPOやシルバー

人材センターまで、年齢も子育て中の20代から家

族に介護者を抱える70代までさまざま、まさに地域

の暮らしの関係者で構成されている。 

第2回までに認知症の基礎知識を共有し、協議

の中から第1の問題を「家庭の孤立」と捉え、家族

が助けてと言えるための「家族介護者の支援」「地

域の見守り体制のあり方」に課題が絞られてきた。

今後の予定は、NPO法人てとりん（春日井）「家族

介護者支援」の実践事例を参考に知多市での支

援の現状を学び、第4回で今後必要な取り組みを

模索し、役割分担を考えていく。（五十嵐） 

 

■県内市民活動センター情報交換会 ＠刈谷 
 

 2月13日（木）刈谷市民ボランティア市民活動セ

ンター主催による情報交換会が開催され69名が参

加した。刈谷市と大口町の取組の発表後、社協と

の連携について質疑応答がなされた。「協働・自

治の時代とセンターの役割・スタッフの役割」につ

いてNPO法人ボランタリーネイバーズ大西理事長

より情報提供があった。（参考資料ダウンロード可） 
http://www.vns.or.jp/C01_kiso_kouza/C01_kiso.html 

 ネイバーズと当法人間でスタッフ交換研修を行っ

た経験を遠山、市野が報告。所属組織の強みと弱

みを冷静に捉える機会、会員交流・地域ニーズの

把握、組織内情報共有や理事会機能等、比較検

討した成果について発表もあった。（市野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

  

倉庫内にあった無償提供品の一部 

✿新会員の事業紹介✿ 

社会貢献活動：モノバンク 
 

 2月に新会員として入会された神野敏幸さ

んが代表を務める株式会社レリックでは、高

齢者の方の施設入居に伴う「想い出整理」等

「整 理 清 掃 専 門 会 社」と し て、中 部 地 区（愛

知、岐阜、三重）を中心に事業展開を行って

います。サポートちたの理念と活動に賛同さ

れ、共に地域を支える一つのカタチとして、日

用品等無償提供の申し出を受けました。各団

体や地域で必要な方は、下記連絡先へお問

合せください。調整後に受け取りに行ってい

ただきます。引き続き会報もしくはメールにて

提供品の情報をお伝えします。（山森） 
 

【連絡先】株式会社レリック 

住所   東海市名和町一番割上84番地4       

☎/FAX 052-825-4488年中無休24時間対応 
 

●日用品は未使用品で、ラップホイル類、各

種洗剤、箱ティッシュ、トイレットペーパー、固

形石鹸、蛍光灯、贈答用のタオル等あるので

倉庫で直接目視のうえ、必要品を引き取りくだ

さい。引き取り後は収益目的のバザー出品も

可能。 

●家具・家電は中古品のため修理が必要な

場合もあるが、ポータブルトイレやファンヒー

ター等、中には新品もある。他に車椅子、手

押 し 車、冷 蔵 庫、レ ン ジ、事 務 用 椅 子、ベ ッ

ド、炊飯器など。 

●他の施設等へ日々寄付進呈するため、現

物がない場合もあるため予めご了承ください。 
 

 

∴*・☆.．*゜.☆:* ・*:・゜.．☆.．*゜☆:*・: 

 新会員紹介  ☆ご入会ありがとうございます☆ 
 

 【正会員/個人】  神野 敏幸さん   （東海市） 

             定免 久美子さん（羽咋市） 
 

 ☆・*:・∴*☆.．*゜.☆:*・:・*☆゜:・゜.．☆ 



 

 平成26年度  ＮＰＯ現場見学ツアー 
  

   定例開催は年2回【7月17日（木）、 2月24日（火）】 

 のみです、お早目にご予約ください！  
     

 見学と座学を組んだオリジナル企画が    

 サイズも3タイプ選べます 【Ｌ】26人乗、  

 【Ｍ】8人乗、 【Ｓ】3人乗  （担当:江端） 

     

■“まちづくりは全員参加で・・・”学習会 ＠東浦町 
 

 現場で介護保険制度や地域福祉の実践経験を積まれた

荒川英雄氏（元福岡県古賀市福祉事務所長等を歴任、現

厚生労働省社会・援護局総務課課長補佐）を囲む勉強会

<日時> 3月8日（土）13時半～16時  

<会場> 地域たすけあいセンター 絆  （無料） 

<申込問合> （N）絆 ☎0562-83-7563  

 

■お雛さまと吊るし飾り展 ＠阿久比町 
 

 江戸後期から明治初期の御殿飾りや手作りの吊るし飾り

を展示、琴演奏や小物作りなど優雅なくつろぎ空間を提供 

<日時> 3月8日（土）～16（日） 10時～16時 

     ※10日（月）は休館日 

<会場> 阿久比町勤労福祉センター多目的ホール（無料） 

<問合> （Ｎ）もやい ☎0569-48-8249もしくは阿久比町観  

  光協会 ☎0569-48-1111（阿久比町産業観光課内） 

 
 

■いのちを育む食育講座 ＠半田市 
 

 親子でうどんを作りながら命の大切さや親子の絆を育む

講座。講師はＡｄａ－ｃｏｄａ登録シェフ「チーム麺・メン」 

<日時> 3月16日（日） 10時～13時 

<会場> 半田市立さくら小学校家庭科室（生涯学習施設） 

<対象> 小学生以上の親子 

<参加費> 親子一組2,000円（2名昼食・持ち帰りうどん付） 

           ※一名追加につき400円 

<問合> （N)ぱれっとＨＰ、もしくは ＦＡＸ0569-26-5393 

 

■健康サロンあゆみ オープン内覧会 ＠知多市 
 

  体操、音楽、絵手紙など楽しみながら互いに交流し、楽し

い時間を過ごす健康サロンを知多市内に開所、その内覧

会を開催 

<日時> 3 月 25 日（火）10 時～ 11 時半 

<会場> 知多市つつじヶ丘 3 丁目 1-6 高橋様方 

<問合> （N)あゆみ ☎ 0562-54—1555、もしくは携帯

090-9904-3210 

※健康サロンあゆみのご案内 

  毎週火・木 10 時～ 11 時半 利用料金 1 回 200 円 

■親子のひろば あんだんて お別れ会 ＠東浦町  
 

 拠点老朽化に伴い 3 月 31 日を以て 9 年半の活動に終

幕する。参加はどなたでも、手作り弁当販売や茶菓子有。 

<日時> 3 月 28 日（金） 10 時半～ 14 時半 

<会場>親子のひろばあんだんて（東浦町藤江西の宮 80-1） 

<問合>☎ 0562-85-0406（10 時～ 15 時半） 

 

■福祉人材育成講座 ＠大府市 
 

同行援護従業者養成研修（一般課程）  3/4、10、11、12 

受講料 20,000 円、同（応用課程）  3/28、29 受講料

15,000 円、  介護職員初任者研修  5 月 13 日開講予定  

<問合> （N)ネットワーク大府 ☎0562-44-3735（事務局） 

 

■「起業の学校」第10期 5月開講！受講生募集  
 

 今求められる人との繋がり方から事業経営やその手法に

至るまで、社会に役立つ身の丈の起業を徹底して学ぶ。 

<開講期間> 5/17～11/22（隔週土曜日開催） 

<会場> 「起業の学校」校舎  貸し会議室名古屋ＷＡ東桜

1階第三会議室 名古屋市東区東桜1丁目2-8） 

<料金> 入学前一括払183,000円（2回の分割払可能） 

<定員> 16名（先着順）  ※一次募集締切は4/4（金） 
 

◇開講に先立っての案内 ＠ウイルあいち 14時～16時 

オープンキャンパス：3月15日（土）、無料公開講座Ⅰ：4

月12日（土）、無料公開講座Ⅱ：4月26日（土） 

<申込問合> （N)起業支援ネット ☎052-486-4101 

  
■訪問リハビリ教室 沢田音楽療法 
 

 音楽のリズム（打楽器）を利用したリハビリ教室をご依頼の

あった施設に訪問して開催する。日程調整のため、まずは

沢田音楽療法実技研修会へ<問合> ☎0562-34-4516 

 

サポートちた 会場：各市市民活動センター 

上映「そっちやない こっちや」～コミュニティ・ケアへの道～ 

             ＠知多  3/6（木）10時～12時 

組織運営強化ゼミ第6弾！ＮＰＯ現場見学バスツアー 

             ＠一宮 3/8（土） 9時集合・出発 

※詳細については市野までお問い合わせください 

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 


