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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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● 宮城県

● （特活

みやぎＮ
助成金獲得で、ＮＰＯの活動資金を調達しませんか！！ 
社会の暮らしやすさや環境の向上、社会的弱者

ど、さまざまな活動を繰り広げるＮＰＯ。県内

の活動に対する社会的な必要性・重要性が広く

るようになってきました。しかしＮＰＯの事業

話相談など受益者から対価をいただくことが難

スも多数存在し、社会的必要性と活動継続の資

の狭間で悩むＮＰＯ特有の事情も生まれていま

ＮＰＯ

達は、

付・事

自主・

助金・

どの多

源を適切に組み

事が望ましいと

す。しかし、個々

マンパワーや実績、自らのミッションとの整合

ら、思うような資金調達ができずに苦しんでい

も少なくありません。 

うな状況を踏まえて宮城県では、県内のＮＰＯ

金面から支えるために、審査をクリアしたＮＰ

する「みやぎＮＰＯ夢ファンド」を設置し、平

度から資金提供をしています。２年度目となる

、「ステップアップ支援」「人材育成支援」「スタ

プ支援」の３部門で、合計21団体に助成が行

た。 

去る１月14日（土）には、今年度の報告会がＮＰＯ

プラザで行われ、各団体から、助成事業の成果や、事業

を契機に他の団体・組織との連携に具体的に結びついた

事例などの報告がありました。 

待ち遠しい平成18年度の公募開始も、まもなくです。 

活動の分野等により違いはありますが、ＮＰＯが応募

申請できる助成金は、全国規模の公募を含めてかなりの

数があります。そこでプラザでは、今年度の講座の締め

くくりとして、活動資金を得るために必須の「企画書作

成」と「プレゼンテーション」の能力を磨くための連続

講座を行います。 

みなさんの団体の資金調達につながるよう、今回の講

座を受講してチカラを蓄え、助成金獲得に挑戦してみま

せんか。 

 

 
みやぎＮＰＯ夢ファンド

報告会のようす

（ＮＰＯ活動促進室） ・・・ http://www.pref.miyagi.jp/npo

）せんだい・みやぎＮＰＯセンター(ファンド事務局） ・・・ http:/

ＰＯ夢ファンドの詳細はこちら 
■■■ みやぎＮＰＯプラザ 連続講座 ■■■

■■■ 活動資金を獲得するために… ■■■

 

①資金を得るにはまず企画書  

成功事例から学ぶ企画書作成の“コツ”

●日 時： ３月10日（金）13：30～16：00

 

②企画書の次は…ヒアリング・プレゼン成功の“コツ”

●日 時： ３月１７日（金）13：30～16：00

 

●場 所： みやぎＮＰＯプラザ 第１会議室 

●資料代： 2,000円（２講座通しで） 

●連絡先： みやぎＮＰＯプラザ 

 TEL：022-256-0505 
-seisyou/fund.htm 

/www.minmin.org/fund/miyagi 
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ＮＰＯキャラバン in 登米 
登米市の活性化に期待されるＮＰＯ～ところ

でＮＰＯって何～ 

 

２月１２日（日）13：00～16：00 

登米祝祭劇場 小ホール 

■ パネル・トーク（13：00～） 

 ９町合併した登米市。これからの登米市に

求められるものは何なのか・・・、市長と

地元ＮＰＯを交えてのパネル・トークです。

市民の力で新しい登米市に新風を！ 

□ ゲスト 

 布施孝尚氏…登米市長 

□ パネリスト 

 石井志穂子氏…どんぐりの家 

 堀田菜菜江氏…すくすく保育研究所 

 鈴木隆彦氏…座・ハイカラ 

□ コーディネーター 

 大久保朝江（杜の伝言板ゆるる） 

■ 交流会（14：30～） 

 地元ＮＰＯによる手づくり交流会です。交

流の輪、活動のネットワークを広げ、市民

の力で地域を活性させましょう！  

□ 参加費500円 
 

 

登米市企画部（担当：猪股） 

TEL：0220-22-2147 

FAX：0220-22-9164 

 

ＮＰＯキャラバン in 気仙沼 
●アートで元気なまちづくり  

●交流から連携へ 

・・・新しいまちづくりのかたち 

２月１８日（土）13：30～16：30 

気仙沼市地域交流センター 

■ 講 演（13：30～） 

 アートを用いて地域活性化を手がけてい

るプランナーから事例紹介を聞きます。皆

さんの地域の参考になりますように！ 

 □ 講師： 

 吉川由美氏…ダ・ハ プランニングワーク 

■ パネル・トーク（14：30～） 

 地元ＮＰＯの取り組みを聞き、これからの

地域の活性にスパイスを加えましょう！ 

 □ パネリスト 

 尾形美厚氏…オレンジ 

 佐藤章氏…内湾商店会青年部 

 □ コーディネーター 

 吉川由美氏 

■ 交流会（15：30～） 

 パネリストも交えての交流会です。 

□参加費500円 
 

 

 

気仙沼市民活動支援センター 

TEL：0226-22-6600  

FAX：0226-24-8605 
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みやぎＮＰＯキャラバン いよいよ各地で開催！ 
～登米・気仙沼・大崎・仙南（大河原）・石巻～ 

～予告
 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
障

ちた
い

も

一

ま

く

：

：

：

：

日時：①２月２５日(土) 13：00～16：00 
がい者余暇活動支援 交流会 

くさんつくりましょう パート２」 
者の方が自分らしく生きるためには、

大切なです。当事者の方も、支援者

緒になって余暇活動の場づくりに参

せんか。 

さんつくりましょうパート２ 

２月２５日（土）13：00～16：00 

５００円 

 交流会実行委員会「たんぽぽグループ」 

知的障害者余暇活動支援ネットワーク ゆらねっと 

（特活）福祉ネットＡＢＣ 

 仙台市発達相談支援センター 

（担当：後藤） 

TEL：022-375-0110 

② みやぎＮＰＯプラザ町内会 活動発表会 
プラザ内に事務所や店舗を置く13団体が、この１年の活動をそ

れぞれに発表します。ＮＰＯって何をしているの？ どんな人達

がいるの？ と疑問に思う方、ぜひご参加ください。 

● 日 時： ２月２６日（日） 13：00～17：00 

● 参加費： 100円（当日券あり） 

● 発表団体（予定） 
 ◆事務所◆（特活）宮城県断酒会／（特活）チャレンジドネットワークみ

やぎ／（社）呆け老人をかかえる家族の会 宮城県支部／（特活）杜の都

仙台ナショナルトラスト／（特活）ばざーる太白社会事業センター（ビー

トスイッチ）／（特活）職人集団住改善／（特活）経営体質改善サポート

宮城／（特活）ＫＨＪ宮城県タオ／みやぎ宅老連絡会／（特活）みやぎ生

涯学習指導・支援センター ◆レストラン◆（特活）福祉ネットＡＢＣ（レ

ストランぴあ） ◆ショップ◆（特活）みやぎ「こうでねいと」（アート

フルショップ）／ユニバーサルファッション工房繕 

● 主 催： みやぎＮＰＯプラザ町内会 

● 連絡先： みやぎＮＰＯプラザ（TEL：022-256-0505） 

②２月２６日(日) 13：00～17：00２月はふたつのＮＰ・Ｏ結サロンを開催予定です！
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ＮＰＯキャラバン in おおさき 
●つながりから生まれる地域の力 

●よりよい地域づくりに向けて！ 

 

２月２５日（土）13：00～16：00 

宮城県古川合同庁舎 大会議室 

■ 講 演（13：00～） 

 合併目前の大崎地域。今までの文

化を活かしつつ、これからの大崎

地域の活性化を考えましょう！ 

□ 講師：萩原なつ子氏 
 …武蔵工業大学 助教授 

 ／元宮城県環境生活部次長 

■ パネル・トーク（14：00～） 

 地元ＮＰＯの取り組みを聞き、こ

れからの地域の活性化を一緒に

考えましょう！ 

□ パネリスト 

 門脇基氏…TERAKOYA 

 大浦實氏…シナイモツゴ郷の会 

 葛西孝之氏…北日本文化事業協会 

■ 交流会（15：00～） 

 □ 会 場 エントランスホール 

 □ 参加費 500円 
 

 

地域づくり団体協議会古川支部 

TEL：0229-91-0744 

FAX：0229-91-0749 

地元企業やＮＰＯ対象の“経営体質

着実に重ねた実績は、高度な専門性が

佐藤代表曰く「医療に例えるなら、

目的に、"ともに"外科的処置を実践し

て内科的処方による業績改善を図り

織活性化を実現すること」。 

緻密で丁寧なサポート計画と確実な

アントの単月決算・年間業績等の数字

言

し

に
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県内各地のＮＰＯの連携を深め、各地の活性化につなげようと準備中のみや

ぎＮＰＯキャラバン。既に11月に開催した栗原地域に続き、各地で開催が

予定されています。ぜひお近くの会場に足をお運びください。 
ＮＰＯキャラバン in 仙南 
地域づくりは、地域の力で！ 

 

 

２月２６日（日）13：00～16：00 

大河原駅前オーガ 大ホール 

■ ワークショップ（13：00～） 

 テーブルトークで広がれ！つな

がれ！せんなん地域 

 地域の課題を出し合い、問題や課

題の解決の糸口をみんなで見出

しましょう。 

 □ コーディネーター 

  大久保朝江 

■ 交流会（14：30～） 

 名刺交換に情報交換、交流の輪を

広げて、活動のネットワークを広

げ、市民の力で地域を活性させま

しょう！ 

□ 参加費500円 

 
 

 

 

 

 

地域づくり団体協議会仙南支部 

TEL0224-53-3199 

FAX0224-53-2944 

 

ＮＰＯキャラバン in 石巻 
まちづくり活性化 

もっと石巻の街を元気にしたい 

 

３月４日（土）13：30～16：30 

石巻文化センター 研修室 

■ オープニング（13：30～） 

 □ お楽しみプレゼンター 

 稲垣達也氏…とっておきの音楽祭 
実行委員長 

■ パネル・トーク（14：00～） 

 イベントを通じて街を元気にし

ている方、地元で地域づくりをし

ている方をパネリストに迎え、こ

れからの地域の活性化を一緒に

考えましょう！ 

□ パネリスト 

 稲垣達也氏 

 佐々木和夫氏…定禅寺ストリート 
ジャズフェスティバル 実行委員長 

 狩野章氏…街づくりまんぼう 
・石ノ森萬画館事務長 

■ 交流会（15：00～） 

 □ 参加費800円 
 

 

石巻市ＮＰＯ支援オフィス  

TEL0225-23-3641 

FAX0225-23-3641

 

「ＮＰＯ法人経営体質改善サポート宮城」の巻
  

改善”の活動。

支えています。 

体質改善を最終

、経過に沿っ

、風土改善・組

遂行が、クライ

で評価される、

い訳できない厳

い世界での結果

結びつきます。

結果にどきど

」しながらも、

熱や使命感はも

ろん、常に積極

に研鑽を心がけ、

最善を尽くす積極的

な姿勢が印象的です。 

また、同法人は、プ

ラザを会場に、ＮＰ

Ｏ法人向けの会計・税務やマネジメントのセミナー

を連続開催しています。優れた講師と独自のテキス

ト・演習問題の開発、決算・税務の基本から申告ま

で４日間習得の講座など、内容には自信たっぷり。

多数の受講ＮＰＯ法人を世に送り出しています。 

高いスキルが求められる活動なだけに「ボランティ

アの参加について一言！」と訊ねてみると、「ボラン

ティアは“何か出来ること”を求めるのではなく、

“何が出来る”か“何をしたいか”を明確に活動に

加わることが大切」とのこと。その言葉は、同団体

の課題解決への意欲と実績が培った自負心の表れな

のかもしれません。
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みやぎＮＰＯプラザでは、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
ニティビジネスの場としての『常設ショップ』を使用する団体を募集いたします。 
 
「貸事務室」 
 ● 募集数： 事務室(大：約18㎡)  ２団体 
 事務室(中：約 9㎡)  １団体 
 ● 使用料： 月額  (大) 18，000円 
   (中) 9，000円 

「常設ショップ」 
  ● 募集数：１団体（ショップ面積 約１０㎡） 
  ● 使用料：月額10，000円 
 

 ● 募集期間： 平成 18年 2月 1日(水) 
～2月 25日(土)17：00まで  

 ● 申込方法： 所定の各「使用提案書」に必要事
項を記入し、必要書類を添付の上、
みやぎＮＰＯプラザまで提出。な
お、提出された関係書類は全て公
開とします。 

 ● 選考方法： 提案書及びヒアリングによる選考  
選考日：平成18年 3月 3日(金) 

 ● 入居開始： 平成 18年 4月 1日(土) 
 ※ 募集要項・選考要領・申込書は、みやぎ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（みやぎＮＰ
Ｏ情報ネット）からもダウンロードできます。 

     
 みやぎＮＰＯ情報ネット 
http://www.miyagi-npo.gr.jp

 
 ■ 連絡先 宮城県民間非営利活動プラザ（みやぎＮＰＯプラザ） 担当：大久保・須藤 
 TEL：022-256-0505    E-mail  npo@miyagi-npo.gr.jp 
 
※）申込の詳細につきましては、「貸事務室（常設ショップ）使用団体募集要項」をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■新規のＮＰＯ法人認証団体 （平成１７年１２月２２日～平成１８年１月１７日の期間） 
 
夢みの里 仙台市青葉区 知的障害者のグループホーム，デイサービス事業     

とうほく整形外科 仙台市青葉区 運動器医療の充実・地域医療の人材確保のための能力調査事業等 

自閉症ピアリンクセンター「ここねっと」 仙台市太白区 主に自閉症児者の障害特性に対応した地域生活支援 

グリーンライフ東北 仙台市青葉区 野外活動講座の開催や指導者の育成等 

日本闘牛協会 岩沼市 闘牛文化の普及推進及び自然公園運営事業等          

東松島まちづくり応援団 東松島市 まちづくりに関する情報の収集と情報発信に係る事業等 

 
 
 

 

ＮＰＯマネジメント・セミナー「事業計画から資金計画を見る」 
  

 

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/

■■■ ２月の催し ■■■ 

●申込締切：2月 6日(月) 
●主  催：宮城県(みやぎＮＰＯプラザ) 
●申込み先：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 
      〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡 3-11-6
            コーポラス島田 B6 
      e-mail：npo@yururu.com 
      URL：http://www.yururu.com/ 
 

●日時：2月 12日(日) 10：00～16：00
●会場：みやぎＮＰＯプラザ 
●講師：加藤哲夫 
●対象：県内の地域で活動しているＮＰＯ、

市町村行政職員、これから団体を立

ち上げようと考えている方など 

●定員：30名 

3日 金 ●キャリアボラ「ＮＰＯの会計」(18:30～20:30) 25日 土 交流会実行委員会「たんぽぽグループ」他
10日 金 ●キャリアボラ「ＮＰＯとは？」(18:30～20:30) 知的障害者余暇活動支援交流会「友だちた
15日 水 ＮＰＯ法人東北アウトドア情報センター くさんつくりましょう２」TEL：022-375-0110

ＴＯＩ山旅懇談会「空を飛ぶ パラグライダーの魅力」(18:00～) 26日 日 宮城県マンション管理士会
TEL：022-282-0558 無料相談会(13:00～16:00)

17日 金 ●キャリアボラ「コミュニケーション力を高めよう」(18:30～20:30) TEL：022-218-2003
24日 金 ●キャリアボラ「先輩の実践者から学ぶ」(18:30～20:30) みやぎＮＰＯプラザ町内会
25日 土 宮城県生涯学習課-みやぎ県民大学 町内会活動発表会

「生涯学習支援者養成講座」入門編(10:30～15:00) TEL：022-256-0505(みやぎＮＰＯプラザ)
TEL：022-211-3652　 「★」印の催事は、

主催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ）　TEL：022-256-0505
主催：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる　TEL：022-791‐9323 企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる
●キャリボラ＝アクティブシニアのためのキャリアボランティア養成講座

ヨシ 設常 ツ 設 事 務 室 入 居 団 体 募 集 ！


