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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。

 
 
  
 

 

去る５月14日（土）、15日（日）の２日間、第

２回みやぎＮＰＯ夢ファンド公開コンペが行われ、

『人材育成支援プログラム（12

企画）』と『スタートアップ支援プ

ログラム（15企画）』の２部門の

審査が行われました。審査には、

ＮＰＯ関係者、学識者、企業関係

者などで構成される「みやぎＮＰ

Ｏ夢ファンド運用委員会」が当た

り、応募した各団体が自分たちの

“活動へのおもい”と併せ、全力でプレゼンテーシ

ョンに臨みました。 

各団体とも5分という時間の中で、パワーポイン

トを使っての説明のほか、ＶＴＲや写真パネル、ペ

ープサート風の小道具などを活用する団体もあり、

工夫を凝らしてのプレゼンテーションとなりました。

しかし、中には支援を必要とするプ

ログラムの内容を時間内で提案・説

明することができず、審査員からの

質問に答えるかたちで事業の説明を

する団体も見受けられました。今後

は、自分たちが伝えたいことを時間

内で的確に相手に伝えることの取り

組みも、必要とされるところかもし

れません。 

審査は当日中に行われ、後日、それぞれの団体に

結果が通知されました。平成17年度の助成団体は、

次ページに掲載しています。 
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み や ぎ Ｎ Ｐ Ｏ 夢 フ ァ ン ド

17 年度の助成団体が決定！ ～ 人材育成支援＆スタートアップ支援 

●審査講評中の山田委員長 

■人材育成支援プログラムの公開審査のようす（１４日）■ ■スタートアップ支援プログラムの公開審査のようす（１５日）■
｢みやぎＮＰＯ夢ファンド｣は、宮城県からの年５

０万円の拠出金と、市民団体や企業からの寄付金

原資とする「ＮＰＯ支援基金」です。このファン

は、個別の団体の事業に対する助成という観点だ

でなく、民間ファンドでは対応し難い県内のＮＰ

全体の活動支援につながるような基盤整備も視

に入れています。「地域のＮＰＯがより活動しや

い環境整備や個々のＮＰＯが継続的・安定的に公

活動を展開するために、また、活動の裾野を広げ

るための新規団体立ち上げ、ステップアップを目指

す新規事業」などの支援を基本に、３つの支援プロ

グラムが用意されています。ＮＰＯが独自の活動を

展開するときに必要となる“人と資金”のどちらに

も反映される内容です。 

今回は、３つのプログラムのうちの『人材育成支

援プログラム（10～15 万円）』と、『スタートア

ップ支援プログラム（15～20万円）』の公開審査

が行われました。

みやぎＮＰＯ夢ファンドとは．．． 
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みやぎＮＰＯ夢ファンド 

ロゴマーク決定！！ 

夢ファンドの存在を広くアピールし、市民からの

寄付を促進するためにデザインを公募したロゴマー

クが、ついに決定しました。 

みやぎＮＰＯプラザと仙台市市民活動サポートセ

ンターに投票箱を設置して行った人気投票には、計

１６８票の投票があり、最多票を獲得した右記のデ

ザイン案がロゴマークに決定しました。 

すくすくと樹木が

育つように、枝葉が

広がり地に根が張り

ますように！ 宮城らしさが伝わるマークが選ばれ

たと思います。投票にご協力くださったみなさま、

ありがとうございました。“ＮＰＯの夢が広がりま

すように！” 

  

 

 
●決定した
 

 

東北ＨＩＶコミュニケーションズ

アフタースクールぱるけ 

ＳＶ２００４ 

ＮＰＯ法人しょうがい福祉ネッ

ＮＰＯ法人「クリーンせみね」 

ＮＰＯ法人ＴＥＲＡＫＯＹＡ 
ＮＰＯ法人あかねグループ 
 

角田保育ママの会 

冒険あそび場－せんだい・みや

ク編～             

 

 

 

 
みやぎ環境教育ネットワーク 
 

ハイチ友の会（仙台支部） 

古川mama's ネット 
ＮＰＯ法人ふぁるま・ねっと・み
 
ＮＰＯ法人エコワーク実践塾 
   

くりはら活性化ネット 

大島大好き！ 

ＮＰＯ法人鶴が丘生涯学習塾

ＮＰＯ法人イコールネット仙台

障害者プロレス団体「ＯＤＡＺ

  

■人材育成支援プログラム 

■スタートアップ支援プログ
助成団体 ロゴマーク
 仙台市宮城野区  活動会員ステップアップ研修事業                

仙台市太白区  スタッフ・ボランティア研修                    

仙台市青葉区  スポーツボランティアセミナー                  

ト仙台 仙台市若林区  役員研修会                             

栗原市  図書館法による図書分類講習会                 

古川市 学校支援ボランティア研修会                   
仙台市若林区  心のいやしをサポートするボランティア育成の為の     
 カウンセリング講座                         

角田市  保育者の研修                            

ぎ連絡会－ 仙台市青葉区  担い手養成講座～プレーパー

（以上９団体） 

仙台市青葉区 もっと多くの市民団体から、                    
 宮城県環境基本計画へ意見を出そう！            

仙台市太白区 ハイチ農村開発事業・コーヒー栽培支援調査          

古川市 育児の不安や悩みの解消「親子 DE ワハハ」        

やぎ 仙台市泉区 医薬品と保健的食品の適切な使用を 

支援するための出前講座の効果的実施               
仙台市若林区 温暖化防止セミナー開催事業                  
             未来の子供たちのために…見て、触れて、行動しよう！   

栗原市 法人設立記念イベント及び市民活動講習会           

気仙沼市 気仙沼大島イエローランド構想の立ち上げ           

まほろば 仙台市泉区 シニアのためのおはなし会                     

 仙台市青葉区 「瓦礫の中の女たち」写真展＆講演会              

ＵＮＡ」 仙台市青葉区 障害者プロレス「ドッグレッグス」宮城興業～接吻～（仮）   

（以上 10 団体） 

ラム助成団体  
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いよいよ始まりました、ＮＰＯ
結サロン（えぬ ぴぃ おむすび 

さろん と読みます）。新生！みや

ぎＮＰＯプラザが、ＮＰＯ・企

業・行政・市民を結ぶ企画を展開

しようと始めたサロンです。 

 

記念すべき第１回は「委託事業
に関する情報話を聞く会」と題し、

県ＮＰＯ活動促進室のおふたり

に宮城県のＮＰＯ推進事業につ

いて伺いました。参加者は、ＮＰ

Ｏ関係者、行政マン、一般の方な

ど 1８名。「委託事業ってどうや

って決められるの？」といった、

気になっても訊く機会のない初

歩的な話や、「ＮＰＯ推進事業発

注ガイドライン」に基づく団体選

定の仕組みを伺いました。また、

予算編成の過程や、今年度のＮＰ

Ｏ推進事業選定要望一覧表の解

説をいただきました。 

 

委託事業には随意契約も多く、
新規契約の事業は非常に少なく

感じました。しかし、ＮＰＯの働

きかけから生まれる事業もある

とのことで、どこのＮＰＯにも事

業受託のチャンスありとも言え

ます。申し入れてすぐに事業化す

るのは難しいかもしれませんが、

活動を続けながら、諦めずにＴＲ

Ｙすることが大事なのだと思い

ます。 

 

終了後に回収したアンケートに、
「“行政へのアプローチの大切

さ”を学びました」との声。まさ

しく同感。ＮＰＯと行政の協働の

第一歩に重要な、双方のコミュニ

ケーションの図り方。また、予算

編成の過程にタイミングを合わ

せて提言することの大切さなど

を感じさせられました。 

 

ＮＰＯ結サロンは、不定期開催
ですが、ご参加のみなさんを有意

義に結ぶサロンでありたいと、ス

タッフ一同努力を重ねています。

次回以降のＮＰ“Ｏ結（おむす

び）”サロンにも、ぜひ、ご参加

ください。お待ちしています。 

（記：佐々木） 

 

 

 

 

 

 

[次回のＮＰＯ結サロン] 

堤友彦トーク＆ライブ東北ツアー２００５ 『一緒があたり前』 

●日時：６月１１日（土） １３：３０～１６：３０●場所：みやぎＮＰＯプラザ 交流サロン●主催：同東北ツアー実行委員会 

※前売券はプラザで発売中！！ 高校生以上 ８００円（１，０００円）  小・中学生 ４００円（５００円） （ ）内は当日券 

 

 

 

 

好評の「らくらく会計講座」が
今年も始まりました。全12回受

講で会計の達人になるもよし、気

になるテーマだけ受講するもよ

しで、希望に沿う受講が可能です。 

・・・ＮＰＯ結サロン ～委託事業に関する情報話を聞く会

● 日 時 ：５月１８日（水） １８：００～１９：４５ 

● 会 場 ：みやぎＮＰＯプラザ 交流サロン 

●スピーカー：伊藤勇氏 （宮城県ＮＰＯ活動促進室 室長補佐） 

●スピーカー：菊池政人氏（宮城県ＮＰＯ活動促進室 活動促進班） 

●コーディネーター：大久保朝江（ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 代表理事） 

・・・らくらく会計講座 ～ＮＰＯに必要な会計とは

●日時 ：５月１７日（火） １０：００～１２：００ 

●場所 ：みやぎＮＰＯプラザ 第１会議室 

●講師 ：内海敬夫氏（ＮＰＯ法人エス・ピー仙台 理事／税理士）

先日の第１回は、「なぜ団体の
会計が必要なのか」「どんな手順

で会計処理を進めていけばいい

のか」といった基礎を学びました。 
次回からは、具体的な会計書類
の作成方法などを、初心者の方で

も分かりやすく解説していきま

す。団体の会計担当になってお悩

みの方、ぜひご参加ください。 

 
[次回のらくらく会計講座] 

「ツボをはずさない決算書の作り方」  

●日時：６月１７日（金） １３：００～１６：３０●場所：みやぎＮＰＯプラザ 研修室 

●講師：成田由加里氏（税理士・公認会計士） 
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Ｐ Ｎ Ｏ モ ル遣派 デ 事 業 募 集 中 ！公 募 

●対象団体： 直近３年間活動実績があり，かつ5人以

上で組織する公益性のある各種ＮＰＯ団

体（任意団体を含む） 

●補助対象：抱えている問題解決のヒントを得るため

にアメリカ合衆国デラウェア州内で調

査・体験研修を実施し，研修成果発表を

通じ，他のＮＰＯや県民生活の向上に貢

献できる優れた事業。 

●補助金額： 40万円上限（補助率１／２以内） 

 １件のみ採択。 

●対象期間： 2005年 10月 1日（土） 

～2006年 1月31日（火） 

●申請締切： 6月 30日（木） 必着 

 申請用紙を国際交流課又は同課ホームペ

ージから入手し，必要書類とともに提出。 

●問合せ： 宮城県環生活部国際交流課 

 TEL 022-211-2276 

http://www.pref.miyagi.jp/kokusai/

■新規のＮＰＯ法人認証団体 （３月２０日～５月１６日の期間） 

ライフ・サポート 仙台市若林区 国際社会貧困地区住民への自転車，古着，文具類等，無償寄与事業   

石巻インターネット放送 石巻市 インターネット放送を通じての地域産業振興ほか  

せんだいアビリティネットワーク 仙台市青葉区 障害者・高齢者等に対する IT 支援事業等                    

十符の里ふるさとづくり集団 宮城郡利府町 十符の里のふるさとづくりに関する事業等 

瑞祥流吟詠吟舞会 仙台市若林区 吟詠吟舞の普及活動、各所慰問活動等                       

宮城県患者・家族団体連絡協議会 仙台市太白区 難病等難治性疾患の患者・家族等の支援 

みやぎダンス 仙台市泉区 障害者も参加するダンス活動に関する事業                         

自然と魚を育てる会 仙台市青葉区 内水面漁協への技術指導等 

日本教育空手協会 石巻市 空手道、太極拳、気功、他古武術及び各種健康法の指導並びに普及等      

冒険あそび場 仙台市青葉区 子どもの育ちを支える地域活動を行う団体や個人との 

 －せんだい・みやぎネットワーク ネットワークをつくりそれを広げる事業 等 

ばざーる太白社会事業センター 仙台市青葉区 障害者，高齢者，児童と家族，支援者との情報交換・情報発進事業等    

あいの実 仙台市泉区 訪問介護、居宅介護事業等 

みやぎ省エネ普及促進協議会 仙台市宮城野区 省エネ機器の普及、研修会開催等                     

フォレスト秘書センター 仙台市青葉区 身体障害者を社員とした秘書代行サービス等 

国際能力・支援センター 仙台市宮城野区 語学や各種専門資格等の取得のための職業訓練・研修会の開催等    

安心・安全な生活を考える協議会 仙台市太白区 自転車幼児用座席での危険告知と安全情報提供 

いきいき元気クラブ 仙台市泉区 訪問介護、通所介護等                               

  

 ■■■ ６月の催し ■■■

4日 土 ＮＰＯ法人向け簿記編・実務セミナー（１０：００～） 24日 金 ★会計・労務・団体運営の

主催：ＮＰＯ法人経営体質改善サポート宮城 お悩み無料相談会（13：00～）

TEL：022-742-2858 25日 土 EM交流会（１５：００～）

４日 土 ヘルパー講習　（日程・内容等は主催者まで） 主催：仙台EM実践ネット

ほか 主催：宮城県高齢者生活協同組合 TEL：022-297-1692

TEL：022-727-6577 26日 日 無料相談会（１３：００～）

11日 土 堤友彦トーク＆ライブ東北ツアー２００５ 主催：宮城県マンション管理士会

「一緒が当たり前」（１３：３０～） TEL：022-218-2003

主催：同ツアー実行委員会／共催：みやぎＮＰＯプラザ バッチフラワーセラピー　ミニ講座（13：00～）

TEL：022-347-0028 主催：バッチネットワーク東北

（ＮＰＯ法人黒川こころの応援団） TEL：022-378-0832

15日 水 ★人材育成講座

「責任あるＮＰＯ経営をめざして」（１３：３０～） 主催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ）　

17日 金 ★らくらく会計講座 企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる

「ツボをはずさない決算書の作り方」（１３：００～） TEL：022-256-0505

「★」印の催事は、

 

 
みやぎのＮＰＯに関する情報は、みやぎＮＰＯ情報ネットで！★  http ://www.miyag i-npo .gr . jp/ 
★  

http://www.pref.miyagi.jp/kokusai/

