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「One to One」は、県内各地でのさまざまなＮＰＯ活動に
より、ひととひととが信頼でつながって、よりよい市民社
会が形成されるよう願いを込めたニューズレターです。

●・・・

みなさん こんにちは！

・・・●

４月１日から私たち特定非営利活動法
人杜の伝言板ゆるるが【みやぎＮＰＯプラ
ザ】の指定管理者となり、管理・運営を行
っています。
新しいスタッフは非常勤も含め９名体制
で、１０日間の研修を経て業務をスタートいた
しました。みなさんよろしくお願いします。
【みやぎＮＰＯプラザ】は、宮城県全域の市
民活動やＮＰＯの活動を促進するための
中核機能拠点です。今後とも私たちは、
みなさんの活動を応援してまいります。こ
れまで同様ＮＰＯプラザをご利用、ご活用
くださいますようスタッフ一同お待ちして
おります。

後列左より） 五十嵐・千田・須藤
前列左より） 山下・堀川・大久保・佐々木・渡邊

スペーススタッフ紹介

■運営スタッフ
■館長

渡邊 寛子

プラザは榴ケ岡公園の向かい

花にかこまれて、今がいちばんいい季

にあり、今は桜がとてもきれいです。そして、車でも来られるし駅か

節です。まさに、”ＮＰＯが花盛り”？ いろんな花が咲きほこる宮城

らも歩ける距離です！ 県民の皆様にＮＰＯをもっと知ってもらって

県になるよう応援します！

多くの方に来ていただきたいと思います。窓口の仕事は、思いが

■副館長

大久保 朝江

千田 和弥

はじめまして！ 今まで民間の企業に勤

けない方々との出会いがあります！！ プラザの中にある交流サロ

めてきました。今回始めて接するＮＰＯの世界に毎日新鮮さを感じ

ンは、どなたでも自由に来て寛げる場所です。是非遊びに来てく

ています。皆様に色々教えていただきながら、活動を応援したいと

ださい。

思います。是非プラザにいらっしゃってください!

■運営スタッフ

■副館長

こんにちは！ 岩手県から３年ぶり

た新社会人です。大学時代から興味のあったＮＰＯの分野に飛込

の帰仙、社会人復帰２年目です。社会人を忘れている部分を取り

みました。ご利用される皆様に使いやすいプラザを目指して頑張

戻しつつ、ＮＰＯの活動がやりやすい良い施設に少しずつ変えてい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。

きたいと思っています。

■情報担当スタッフ

佐々木 ひとみ

■運営スタッフ

須藤 達也

五十嵐 智史

山下 聡子

３月に東北福祉大学を卒業し

はじめまして！ 「みやぎＮＰ

役割は変わりながらもプラザ生

Ｏ情報ネット」の運用担当です。情報ネットの主軸は市民活動の活

活３年目。来館されるみなさんの“活動へのおもい”をていねいに

気！ 皆様の活躍には大きな期待です。市民活動の広報スペースと

聞き取り、“おもいをカタチに”するお手伝いをしていければと思い

してフル活用していただきたいと思います。お気軽に情報お寄せく

ます。そのためにも、得意の決め球をもてるように精進します。

ださい！

■運営スタッフ

■相談専門員

堀川 晴代

はじめまして！ 県民の皆様が利

小玉 順子（非常勤）

用しやすいＮＰＯプラザをつくっていきたいと思いますので、是非皆

ＮＰＯの運営相談専門員として、みなさまのお力に

様の声をお聞かせください。どうぞよろしくお願いします。

なれれば幸いです。特に組織の立ち上げについて
お力添えいたします。お待ちいたしております。

らくらく会計講座
平成 16 年度らくらく会計講座を受講された皆様か
らは「団体の決算で役に立ちました！」「分かりやすくて
楽しかったです。」「難しく考えていたけど、会計のしく
みを知れば意外と簡単ですね・・・」等など、皆様から大
好評を戴きました。参加者の皆様、ありがとうございま
した。
今年度も「みやぎ NPO プラザ」を会場に、「らくらく
会計講座」初級編、中級編、上級編と５月から 12 回開
催いたします。昨年度参加された方でもう一度おさら
いをしたい方、また今年度団体の会計担当になった方、
団体を運営する上で「税務・会計」の知識を身につけて
おきたい方など、NPO で活躍中の方やこれから NPO
活動を始めようとしている方ならどなたでも参加でき
る講座です。
講師の先生方は、現役で活躍中の税理士や公認会
計士の先生方です。その先生方が、親切丁寧に講義を

いたします。
今年度最初の「らくらく会計講座」は、『会計の基礎講
座』５月 17 日（火曜）開催です。皆で一緒にスタートしま
しょう！

▲ 昨年「平成 16 年度 らくらく会計講座」の様子

人材育成講座
今年度からはじまる「人材育成講座」は、普段「NPO
ってなに？」と思っている NPO 初心者から NPO 活動のリ
ーダーまで、NPO を運営するにあたっての役に立つ講
座です。参加の皆様にあわせた分かりやすい講座です。
今年度最初の人材育成講座は、『公務員のための NPO
基礎講座』５月 26 日（木曜）開催です。
地域づくり、高齢者・福祉、教育、環境、国際交流などで
活動しているＮＰＯと関わる部署の担当職員の皆さん！

NPO 活動は、儲けてはいけないんでしょ？・・・と、思って
いる方はいませんか？新しい NPO の活動に還元してい
けばいいんですよ。
「NPO ってなに？」今更聞けない「NPO のい・ろ・は」から
宮城県内の NPO の現状まで、NPO の現場を熟知した
講師と宮城県の NPO 活動促進室の職員が語る、この
春担当になった公務員の方々のための NPO 基礎講座。
県内各地の自治体職員の皆様の参加を心からお待ち
しております。

みやぎＮＰＯキャラバン
県内の地域で活動する団体の皆さんをつなぎ、団体
の力づけになれるような催しの「みやぎＮＰＯキャラバ
ン」。今年は、北は気仙沼から南は大河原・白石まで、6
ヶ所で開催します。
興味のある講座をお見逃しなく。両講座の詳細は、
みやぎ NPO 情報ネットをご覧ください

http://www.miyagi-npo.gr.jp/

まだまだ浸透していないＮＰＯへの理解を広め、様々
な気付きとなるようなお話し、そして楽しい交流会を秋
から冬にかけて盛大に開催しますので、お楽しみに！ 私
たちスタッフ一同、皆さんとお目にかかれる日を楽しみ
にしています。
(副館長 佐々木)

去る４月９日（土）、みやぎＮＰＯプラザの交流サロンを会場に、
『平成１７年度 みやぎＮＰＯ夢ファンド ステップアップ支援』
の公開コンペが行われました。募集期間に応募してきた１０団体
の中から、申請書類による第一次選考を通過した４団体が、それ
ぞれの事業プランを持ち時間１０分の中で提案しました。
●

●

●

●

● ●

●

「宮城県内でのモデル
ケースに発展が期待される
非常に公益性の高い事業を
実施するＮＰＯ（またはそ
のネットワーク団体）
」
に対して助成されるプログラム
ということもあり、いずれの団体のプレゼンテーショ

ステップアップ
支援プログラムは

● ●

● ●

● ●

●

ンもも、既に積み重ねてきた実績を紹介しながら、自
分たちの活動に対する溢れんばかりの“おもい”とと
もに、新たな事業の提案を行いました。１０分の提案
タイムの後には、それぞれの団体毎に運用委員からの
質問タイムがあり、より詳細な部分の確認が行われた
上で、審議が行われました。

●

●

●

今年度のステップアップ支援助成は、
審議の
「移動サービス支援センター運営＆運
行管理システムの開発」
を提案した
「移
結果
動サービス・ネットワーク みやぎ」
に決定しました。
残る「人材育成支援プログラム」
「スタートアップ支
援」は、５月に公開コンペが予定されています。

●

●

●

●

●

今年度、全国から広く公募された
『みやぎＮＰＯ夢ファンド』ロゴマー
クの応募デザイン案、３１案も展示さ
れ、当日の来場者による人気投票も行われました。人気投票は
５月１３日まで行っていますので、ぜひご来館の上、投票して
ください。

当日の
会場内には

ＮＰＯ結サロン『委託事業に関する情報話を聞く会』を開催！
プラザでは、ＮＰＯの活動を県民のみなさんに知っていただ
く出会いの機会づくりとして、交流サロンをご利用いただく「に

■日時：５月１８日（水） 18：00〜20：00

ぎわいサロン」を、各ＮＰＯの主催事業として実施して参りま

■場所：みやぎＮＰＯプラザ 交流サロン

した。今年度からは名称・内容も新たに、
「ＮＰＯ結サロン」と

■参加費：無料

して事業を展開していきます。

■定員：１００名

第１回目は「委託事業に関する情報話を聞く会」と題し、宮
城県庁からゲストを迎え、宮城県はどのようにＮＰＯへの委託

資料を準備する都合がございますので、

をしているのか、また、ＮＰＯが宮城県の事業を受託するため

必ず事前にお電話・FAX・メールでお申し込みをください。

に必要なことなどについてお話いただく予定です。ぜひご参加
ください。
【ＮＰＯ結サロンの目的】社会の中のＮＰＯ活動の県民への理解促進
県内で活動するＮＰＯ同士や、行政・企業など他セクターとのネットワーク拡大

みやぎ NPO プラザ

レストラン・ショップ・貸事務室の
使用団体を募集します！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
事務所を持たないＮＰＯの活動拠点として使える『貸事務室』と、市民のコミュニテ
ィビジネスの拠点としての『レストラン』と『常設ショップ』を使用する団体を募集
します。
（入居開始：平成 17 年 6 月 1 日(水)〜）

レストラン
●レストラン面積
約 75 ㎡ (うち、厨房＝約 10 ㎡)

貸事務室

常設ショップ
約 10 ㎡

●ショップ面積

●事務室面積
(中)約 9 ㎡ (小)約 4 ㎡

●主要設備

高さ 1.8m のパーテーションによる間仕

陳列棚、テーブル、椅子、電気コンセン

切り。完全な個室ではないが鍵つきのド

ト、電話用モジュラージャック

1800mm×750mm＝2 卓 1200mm

ア有り。

※以上は、常設ショップ 2 団体、短期シ

×750mm＝2 卓 750mm×750mm

●主要設備

●主要設備
・テーブル数

ョップ 1 団体の共有使用物です。

事務室用机×1、事務用椅子×1、補助椅

●使用料

月額 10,000 円

・座席数 3 人がけソファー＝2 台

子×1、キャビネット×1、電気コンセン

●募集数

1 団体

・1 人がけ椅子＝22 脚

ト、電話用モジュラージャック、インタ

・幼児用椅子＝1 脚 合計 29 席

ーネット用モジュラージャック(料金別

・厨房設備 4 つ口ガスコンロ(オーブン

途)

＝2 卓

付)、 16 号瞬間湯沸器、 冷凍冷蔵
庫(762L)、 2 層シンク 2 台
・その他

電話用モジュラージャッ

問用紙に記入の上、プラザに提出して

●使用料

くださ い。回 答 は 質 問 者 に個 別 回 答

月額(中)9,000 円・(小)4,000 円
●募集数

ク、インターネット用モジュラージャ

事務室(中)2 団体

ック(料金別途)、 地下倉庫(約 16 ㎡)

事務室(小)2 団体

■募集期間■
平成 17 年 4 月 22 日(金)から

(光熱水費は実費負担)

平成 17 年 5 月 17 日(火)午後 5 時まで

●募集数 1 団体

所定の各「使用提案書」に必要事項を記

し、質 問 ・回 答 内 容 はプラザに掲 示 し
ます。

●使用料 月額 15,000 円

●使用申込方法

質 問 などがある場 合 には、所 定 の「質

■ 問合せ・申込先 （詳細は「情報ネット」でもご覧になれます）

入し、必要書類を添付のうえ、募集期間
内にみやぎ NPO プラザまでご提出して
ください(郵送可、但し必着)。なお、提出
された関係書類は全て公開とします。

宮城県民間非営利活動プラザ
(みやぎ NPO プラザ)

〒983-0851 仙台市宮城野区榴ケ岡 5 番地
TEL (022)256-0505 FAX (022)256-0533

※募集要項・選考要領・申込書は、みや

担当：千田
E-mail:npo@miyagi-npo.gr.jp

URL： http://www.miyagi-npo.gr.jp/

ぎ NPO プラザ・県庁 NPO 活動促進室な
どに用意しています。この他、インターネットからもダウンロードできます。
●選考方法：
「みやぎ NPO プラザ施設使用団体選考要領」により、提案書及び公開ヒアリングにより審査を行います。

■■■ ５月の催し ■■■
14日 土 みやぎＮＰＯ夢ファンド公開コンペ
15日 日 主催：宮城県

24日 金 らくらく会計講座

「ＮＰＯに必要な会計とは」 （10：00〜）
TEL：022-211-2522
主催：みやぎＮＰＯプラザ
17日 火 らくらく会計講座
26日 日 人材養成講座
主催：みやぎＮＰＯプラザ
「公務員のためのNPO基礎講座」（13：30〜）
18日 水 ＮＰＯ結サロン「委託事項に関する情報話を聞く会」
主催：みやぎＮＰＯプラザ
27日 月 会計・労務・団体運営のお悩み無料相談会
主催：みやぎＮＰＯプラザ
（13：00〜）
21日 土 ヘルパー養成講座（日程等はお問合せください）
主催：みやぎＮＰＯプラザ
ほか
主催：宮城県高齢者生活協同組合
TEL：022-727-6577
みやぎＮＰＯプラザの問合せ先
22日 日 無料相談会
主催：宮城県マンション管理会
TEL：022-256-0505
TEL：022-218-2003
みやぎのＮＰＯに関する情報は、みやぎＮＰＯ情報ネットで！★http://www.miyagi-npo.gr.jp/

