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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。
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プラザでは、去る１２月２日（金）
、
「ボランティアの
ＮＰＯのリスクマネジメントとは？
〜スタッフやボランティアに関するリスク・情報管理のリスク〜
講師：中原美香氏（ＮＰＯリスク・マネジメント・オフィス）
２月４日(土) 13:00〜18:00
石巻文化センター
２月５日(日) 10:00〜16:00 みやぎＮＰＯプラザ

※その他、詳細は「ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる」まで
お問い合わせください。TEL：０２２-７９１-９３２３

宮城県主催

ＮＰＯ
マネジメント
セミナー

いよいよ各地で開催するよ！

みやぎＮＰＯ キャラバン

昨年１１月に栗原市で始まったＮＰＯキャラバン。い
よいよ２月、３月と各地で開催します！今、各地域のＮ
ＰＯを巻き込み、盛んにキャラバンの打合せをしていま
す。
特に登米市は、９町の合併直後ということもあり、新
しいまちづくりへ向けて様々な計画が協議されています。
中には、
「ＮＰＯと協働」
という言葉が色濃く出ている一
方、現実には「行政や市民は本当に“ＮＰＯ”を理解し
ているのだろうか」
という不安の声も上がっているとか。
そこで地元ＮＰＯリーダーの発案で布施登米市長に登場
していただくことに。市長と地元 NPO を交え、まちづ
くりとＮＰＯの話を展開します。
また、気仙沼・本吉圏域は、
「地域が元気になっていく
には、連携が欠かせない！」と、仙台の卸町で地域の活
性化を仕掛けた(有)ダハ・プランニング ワークの吉川
由美さんの話を聞き、気仙沼市で活気づいている内湾地
区のＮＰＯの皆さんと連携の大切さを話し合います。
このほか、大崎圏域は、元宮城県環境生活部次長の萩
原なつ子さん（武蔵工業大学環境情報学部環境情報学
科・助教授）の講演と、地元ＮＰＯのトーク、仙南圏域
（名取市、岩沼市、亘理町、山元町を含む広域仙南地域）
は、
「地域づくりは、地域の力で！」をテーマに、参加者
が地域の身近な課題を見出し、その解決方法をどうする
かを話し合うワークショップを予定しております。
もちろん重要なのが人と人が出会うこと。各開催地で
は、大交流会を開きます。地域の皆さんの交流会です。

みなさんのお役に立ちます！

ＮＰＯ無料相談会！
「地域の役に立つことをしよう！」「もっと暮らし
よい地域にしたい！」との熱い思いで始めたＮＰＯ
活動。しかし、活動を進める中で、さまざまな壁に
ぶつかることも、また現実です。そんなみなさんの
ために、プラザでは月に１度、税理士や社会保険労
務士などの専門家による「会計・労務・団体運営の
ＮＰＯ無料相談会」を開催しています。
任意団体として１０年以上の活動歴をもつ団体で
も、ＮＰＯ法人になって会計や税務で悩んだり、ス
タッフを雇用した場合の労務管理に戸惑ったりと、
悩み事がつきません。あるいは団体の運営に関して、
なかなか思うような成果があがらない、という時期
を迎えることもあるでしょう。そんなときは、第三
者からの客観的なアドバイスが有効です。ぜひ、プ
ラザの無料相談をご利用ください。

この機会を有効に活用し、さらにネットワークの輪を広
げましょう。もちろん興味のある地域のキャラバンに参
加して、交流を深めていただくのも大歓迎です。

打合せ風景

◆ ＮＰＯキャラバン開 催 日 と会 場 ◆
2 月 12 日(日) 登米圏域（登米祝祭劇場）
2 月 18 日(土) 気仙沼･本吉圏域（ワンテンビル）
2 月 25 日(土) 大崎圏域（古川合同庁舎）
2 月 26 日(日) 仙南圏域（大河原駅前オーガ）
3 月 4 日(土) 石巻圏域（石巻文化センター）

また、これから高齢者福祉のサービスをＮＰＯで
始めたい！ と考えている方には、先輩ＮＰＯのリ
ーダーが相談にお応えする「ＮＰＯリーダーによる
分野別・ＮＰＯ相談」も好評開催中です。ＮＰＯに
よるグループホームや宅老所、配食サービスなどの
事業、介護保険事業者としての事業展開などを考え
ている方を対象に、仙台で高齢者福祉サービスを
10 年以上続けてきたＮＰＯ法人の代表２人が、月
替わりで相談に応じています。
「ＮＰＯ無料相談会」
「ＮＰＯリーダーによる分野
別・ＮＰＯ相談」のいずれも、要事前予約です。詳
細はプラザまでお問い合わせください。

★

お問い合わせ

★

みやぎＮＰＯプラザ
TEL：022-256-0505

「ＮＰＯ法人 バザール太白社会事業センター」の巻
通称、
「ビートスイッチ」さん。2005 年 6 月か
らプラザへ事務局を移転し、NPO 町内会の住人と
なりました。障害者や高齢者・児童が、分け隔ての
ない生活しやすい環境づくり、そして更なる社会参
加を支援するために、多くの障害者が主体となり
様々な事業を展開しています。
まずパソコンを使った障害当事者・高齢者の生活
の幅を広げる支援活動です。特に、マイクロソフト
社から助成を受け、今年の夏から始まった「宮城
UP プ ロ グ ラ ム 」（ 後
援：宮城県）は、新しい
IT 支援活動です。県域で
障害者や高齢者の方々に
パソコン講習を行ってい
ます。現在、矢本で月 1
回開催していますが、今
後はもっとエリアを拡大
していく具体的な計画が
進んでいます。
講習では、パソコンを
やってみるきっかけづくりや、楽しく学んでもらえ
るよう様々な工夫をしています。独自で作ったテキ
ストは、絵がたくさん入ったカラーの手作りです。
また、クリスマス会など楽しいイベントと合わせて
講座を開催しています。これはパソコンに興味の無
い方でも外出するだけで何かのきっかけになるので
はと、日頃、引きこもりがちな方々が孤立しないた

予告

めの工夫です。
また、パソ
コン技術があ
っても、身体
障害により一般企業に就労することが困難な方には、
就労に結びつくスキルなどをつけるための研修を行
っていく予定です。当事者・企業・地域・NPO・行
政が輪となって、インターネットを利用した就労が
できることを目指しています。
機会提供だけでなく、一般のマ
ウスやキーボードが使いにくい
方向けに、補助装置を体験できる
ようにしています。
このほか、「クラブハウス恐竜
山」
（八木山本町 2 丁目）を開設
しています。地域の人が気軽に行
けて、一緒にお茶飲みをしたり、
手仕事をしたりする居心地のいい
居場所です。民家をクラブハウス
として使っており、毎週水曜日と
土曜日に活動しています。
当事者への支援だけではありません。これからは
支援者のネットワーク作りにも取り組んでいくそう
です。一緒に活動をしてくれる人を募集中！お気軽
にお問い合わせください！！

おむすび！

ＮＰ・Ｏ結サロン〜ＮＰＯプラザ共催のＮＰＯのネットワークを広げる催し〜

学習会「介護保険制度の改正内容を知ろう」
2006 年 4 月から、介護保険制度が大幅に変更され
ます。変更の焦点は現在の申請制から認可制の色合い
が濃くなり、旅行においては、地方自治体の福祉施策
が大きく影響するだろうと考えられる点です。しかし、
その選定基準に関する情報が不足している中、先行投
資が可能な企業や社会福祉法人の基盤整備が進んで

いる環境があります。そんな中で地域福祉を担う団体
が実行委員となり、介護保険制度改正を学ぶ学習会を
企画しました。介護保険の変更内容を学び、利用者へ
の影響やＮＰＯ団体の運営への影響を検証します。今
後もより良い地域福祉の担い手として、ＮＰＯ団体が
福祉事業を継続できる方策をともに考えようと思い
ます。多くのＮＰＯのご参加をお待ちしています。

●日 時：1 月 27 日（金） 10：00〜12：00
●場 所：みやぎＮＰＯプラザ 交流サロン
●内 容：１）介護保険制度改正のポイント
２）仙台市における介護保険改正について
●講 師：佐々木氏（宮城県長寿社会政策課 課長）
壱岐氏（仙台市健康福祉局高齢企画課 係長）
●参加費：500 円（他に資料代 500 円）

●申込方法：所定の申込用紙で、1 月 24 日(火)までに
FAX で
●主 催：福祉ＮＰＯネットワーク・みやぎ（仮称）
●共 催：宮城県民間非営利活動プラザ
●連絡先：ＮＰＯ法人グループゆう（担当：中村）
TEL：022-348-4880
FAX：022-348-4887

県職員とＮＰＯが

お見合い
しますよ！

人材を求めるＮＰＯが、団体概要や
必要としているスタッフの具体的な
仕事の内容などのプレゼンを行いま
す！興味を持った方は会場内に設置
した各参加団体のブースで更に詳し
い内容を聞くことができます。

●日

時：2006 年 2 月 4 日（土） 13：00〜15：00

●内

容：(1)団体から県職員向けのプレゼンテーション
(１団体 10 分程度)
(2)参加団体と希望者の個別面談(30 分程度)

プレゼン会場には一般の方も入場
できますので、少しでもご興味あ
りましたら、下記連絡先よりお申
込ください！
新たな出会いのチャンスです！

●場 所：宮城県庁行政庁舎 講堂(2F)
●参加団体：９団体
※団体情報は Web サイトに掲載しています。
●応募方法：下記ＨＰに応募フォームあり。(電話等でも可)

宮城県環境生活部ＮＰＯ活動促進室（担当：小林）
TEL：022-211-2522 FAX：022-211-2392
E-mail：npo@pref.miyagi.jp
ｈｔｔｐ://www.pref.miyagi.jp/npo-seisyou/match.htm

2006 年 4 月からＮＰＯルームおよび常設ショップに入居を希望される団
体の公募を 1 月下旬から予定しています。詳細が決まり次第、プラザ
館内掲示（募集要項の配布）、および、みやぎＮＰＯ情報ネットにてお知
らせいたします。

予 告

ＮＰＯルームおよび常設ショップの入居者公募について

・・・もうしばらくお待ちください。

■新規のＮＰＯ法人認証団体 （平成１７年１１月２１日〜１２月２１日の期間）
サポートルームぶれいんはーと
ひとと地球にやさしい食農普及支援機構
健康応援・わくわく元気ネット

仙台市青葉区
黒川郡大和町
仙台市宮城野区

不登校児・生徒・高校中退生徒に関する相談，カウンセリング等
有機栽培生産普及事業等
健康づくりに関する事業（ダンベル体操研修等）

■■■ １月の催し ■■■
12日 木 ★らくらく会計講座(13：00〜16：00)

21日 土 赤十字救急法講習会

「ＮＰＯの消費税」

14日

15日
18日

20日

NPO法人日本防災ネットワーク協会
土 みやぎＮＰＯ夢ファンド中間発表会(10:30〜16:00)
TEL：022-365-2588
宮城県環境生活部ＮＰＯ活動促進室
家族のつどい
TEL：022-211-2522
(社)呆け老人を抱える家族の会
「雪山入門講座」説明会(18:00〜19:00)
TEL:022-792-5091
22日 日 ●ＮＰＯマネジメント・セミナー(13:00〜18:00)
ＮＰＯ法人東北アウトドア情報センター
TEL：022-282-0558
「うまく組織を運営するために」
日 ●アクティブシニアのためのキャリア
無料相談会(13:00〜)
ボランティア養成講座(14：00〜16：00)
宮城県マンション管理士会
水 ★らくらく会計講座(13：00〜16：30)
TEL:022-218-2003
25日 日 ●アクティブシニアのためのキャリア
「ＮＰＯの税務基礎」
山旅懇談会「ヒマラヤ登山の魅力」(18:00〜)
ボランティア養成講座(14：00〜16：00)
28日 土 赤十字救急法講習会
ＮＰＯ法人東北アウトドア情報センター
TEL：022-282-0558
NPO法人日本防災ネットワーク協会
金 ●アクティブシニアのためのキャリア
TEL：022-365-2588
ボランティア養成講座(18：30〜20：30) 「●」印の催事は、
主催：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる TEL：022-791‐9323
★人材育成講座(13：30〜16：00)
「ワークショップ「ＮＰＯのためのコーチング」 「★」印の催事は、
主催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ） TEL：022-256-0505
企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる

み や ぎ の Ｎ Ｐ Ｏ に 関 す る 情 報 は 、 み や ぎ Ｎ Ｐ Ｏ 情 報 ネ ッ ト で ！ ★ http://www.miyagi-npo.gr.jp/ ★

