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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。

この秋、プラザは「ボランティア募集」を一所懸命に応援します！
プラザでは、ＮＰＯの情報発信支援のひとつとして、
ＮＰＯのみなさまから、講座のお知らせやボランティア
の募集など、さまざまな情報をお預かりし、来館者に提
供するとともに、団体からのご希望に添って「みやぎＮ
ＰＯ情報ネット（http://www.miyagi-npo.gr.jp）
」へ
の情報掲載を行っています。その事業の一環として、
「ボ
ランティア情報サポート強化キャンペーン（略称：ボラ
サポキャンペーン）
」と名づけ、１０月〜１１月の２ヶ月
間、ＮＰＯにとって重要と思われるボランティア募集の
お知らせを集中的に募集・発信していくキャンペーンに
取り組みます。
所定の様式で提供いただきました “ボランティア募

※キャンペーン詳細についての照会、

集”の情報を、館内の専用スペースへの掲示や「One to
One」をはじめ、
「みやぎＮＰＯ情報ネット」
「杜の伝言
板ゆるる」などとも連携をしながら、情報発信を行う予
定です。

[ボランティア情報サポート強化キャンペーン]
●実施期間：10 月〜11 月の 2 ヶ月
●所定様式：みやぎ NPO プラザで配布、情報ネットから

切っても切り離せないＮＰＯ・市民活動団体とボラン
ティア。みなさんの団体でも、既にボランティアが活躍
中、あるいは、ぜひ参加してほしい、と思っていたりす
るのではないでしょうか。ボランティアを募集したい団
体のみなさまに、この機会を、ぜひ、ご利用いただきた
いと思います。

相談は下記のご連絡先までどうぞ。

ダウンロードして入手
●連絡先：みやぎＮＰＯプラザ（担当：須藤）
TEL：022-256-0505
FAX：022-256-0533
E-mail：npo@miyagi-npo.gr.jp
みやぎＮＰＯ情報ネット
URL：http://www.miyagi-npo.gr.jp/

● みやぎＮＰＯプラザの新スタッフ ●
こんにちは！9 月 1 日より「みやぎＮＰＯプ
ラザ」の新しいスタッフになりました渡邉順子
です。よく「今までどんな活動されていたんで
すか？」と聞かれます。正直に言いますと今ま
でＮＰＯの活動に携わったことがありません。
ただ何かの役に立ちたい、多くの人と関わる仕
事がしたい、という思いだけでこの世界に飛び

込みました。まだまだ勉強は足りませ
んが、早く皆さんのお役に立てるよう
努力したいと思いますので、よろしく
お願いします。
皆さんに会えるのを楽しみにお待ち
しておりますので、是非！みやぎＮＰ
Ｏプラザまで足をお運びください！

ＮＰＯマネジメント・サポート事業

日時：9 月 10 日(土) 13：00〜18：00
9 月 11 日(日) 10：00〜15：30

「中間支援センター 組織スキルアップセミナー」開催
９月１０日（土）
・１１日（日）の２日間、宮城
県主催・杜の伝言板ゆるる企画による【ＮＰＯマ
ネジメント・サポート事業】
・「中間支援センター
組織スキルアップセミナー」が開催されました。
このセミナーには宮城県内の中間支援センターの
職員及び市町村職員の方々が参加しました。講師
は、IIHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕
代表の川北秀人氏。

●

●

● 一日目 ● ●

●

「ＮＰＯ支援センターは総合病院である」
「私たち
は、情報センターではない。支援センターなので
ある」こう熱く語る川北先生の第一声から、支援
センターの役割について一日目の講義が
スタートしました。支援センターの７つ
の力として、①相談対応力②調査・情報
収集力③編集・発信力④コーディネー
ト・ネットワーキング力⑤資源提供力⑥
人材育成力⑦政策提案力についての説明
があり、この中から「相談対応」と「情
報の発信」についてのワークが行われま
した。大切なことは、団体の状況や、ニ
ーズ・直面する課題を理解していること。
その為には適切な「問診」が必要で、時
には現場に直接足を運ぶ必要性があることなど、
興味深いお話を聞くことができました。

●

●

● 二日目 ● ●

●

受講者各自が、事業企画提案書を作成するワーク
が行われました。
全員が出した企画提案を壁に貼り、それに対して
各自が助言していく形式（ポス
ターセッション）で、様々な意
見が交換されました。大切なこ
とは、団体のニーズを拾い上げ
て企画を立てること。それには
日頃の観察力が必要である事な
どのお話がありました。
二日間に渡るこのセミナーで、
各中間支援センターとの情報交
換ができ、また役割を再確認で
きました。今後各センターが地
域に信頼される中間支援センターになることを期
待します。

2005 年度 地域交流事業

「みやぎ NPO キャラバン」
が始まります！

「もっとＮＰＯを知ってもらおう！地域の問題に取り組むＮＰ
Ｏの力づけに、そして地元ＮＰＯの交流からネットワークへ」を
目的に、各圏域の団体と連携しながら展開する『みやぎＮＰＯキ
〜まずは栗原市から〜
ャラバン』
。11 月は、この４月に旧栗原郡 10 町村が合併した
栗原市で開催！そのあとは、
12 月に気仙沼市、2 月には登米市、
みやぎ NPO キャラバン in くりはら
古川市、大河原町、石巻市で開催します。地域の皆さん！お気軽
にご参加ください。
〜広 がれ！つながれ！くりはらの和 〜
日 時：11 月 13 日(日)
13：00〜16：00
◇第 1 部【鼎談】１３：００〜１４：００
場
所：栗原市文化会館
浅野 史郎氏(宮城県知事)
参加費：無料
佐藤
勇氏(栗原市長)
(交流会は 500 円)
大久保 朝江(宮城県民間非営利活動プラザ館長)
◇第２部【パネルトーク】１４：００〜１５：００
佐々木 豊志氏(NPO 法人くりこま高原・地球の暮らしと自然教育研究所理事長)
野澤 タキ子氏(NPO 法人みやぎ身体障害者サポートクラブ理事長)
高橋
幹雄氏(NPO 法人クリーンせみね事務局長)
◇第３部【交流会】１５：００〜１６：００ ・・・軽食を食べながら、楽しいお話しを。

ココを押さえておきたい ！ ＮＰＯ活動のお役立ち ！

｢ボランティアを
募集する時に」
ボランティアは団体の活動に賛同して自ら参加してき
ます。その為、団体にとっては市民の声を聞く重要な人
材であり、当人たちにとっても、ボランティア活動を通
して地域の課題を解決するＮＰＯの手助けや社会貢献
につながると感じることで、自分に自信が持てるのです。
ボランティアが望むこと
○都合のよい時間に(夜のみ、午前のみ、日曜の午後等)
○行きやすい場所で(職場・自宅・学校の近く、交通手
段が便利等)
○自分が尊重され(技術、専門性、経歴、関心等)
○団体に束縛されない(気楽に、楽しく等)
…と、いろいろな柔軟性を求めているため、短期間のボ
ランティアの方が集まりやすい傾向にあります。
ボランティアを見つけられる所は？
○チラシなどで地域住民に知らせ、近場の人材を確保。
○リーダー研修の参加者
○新学期のＰＴＡ（転校生の親は、地域のことを知りた
がっている。地域のボランティアに参加することで、
地域の情報と人に出会える。
）
○前にボランティアをしてくれた人に手紙を送り、次の
ボランティアへの参加アンケ−トをとる。

ボランティアに誘うには？
○新聞・ラジオでの募集やチラシを配る。
○最も有効なのは、ボランティアの口コミ。誘ってもら
うよう組織として働きかける。
○ボランティアの募集は、セ−ルスと同じ。活動の楽し
さややりがいをきちんと伝える。
ボランティアを長続きさせるコツ
○貴重な時間を割いてするので、退屈なものはしたくな
いはず。喜ぶような、おもしろい体験を用意する。
○高齢者のボランティアは、その人の技術や専門分野な
どを聞き、経歴を尊重する。
○人によっては、高度な仕事を与える。
○ボランティアしてくれたことに誠意をもって感謝を
示す。
例えば…
・活動した内容を、ニュ−スレタ−などで感謝をもって
紹介する。
・お金で買えない手作りの物を謝意と一緒に渡す。
・団体のパ−ティ−やイベント・総会などに招待する。
○自分たちの活動を情熱をもって伝え、そのためにあな
たが必要ということを伝える。

ＮＰＯ法人宮城県断酒会
昭和５０年、お酒で悩む人たちが集まって自助グループ「青葉断酒会」として結成
された、今年で創立３０周年を迎える歴史ある団体です。平成１２年に現在の「宮城県
断酒会」でＮＰＯ法人格を取得。翌１３年に NPO プラザのオープンと同時に NPO ル
ームに入居し、市民活動団体としての事業を展開してきました。
現在は、主に「酒害予防に関する啓発事業」
、
「酒害
に関する相談事業」
、
「酒害からの回復(更生)事業」の
活動を行い、行政や医療機関、ＮＰＯ等とネットワー
クを作り、支援体制を整えています。また、酒害者の
ための社会復帰支援施設である「Ｃａｍｐｕｓどんぐ
り」(太白区向山)の運営も行っています。
プラザ内にある事務所では、酒害者やその家族から
の相談を受けるほか、例会開催のために県内各地にあ
る９支部との連絡調整をはじめ、研修会・講座・大会
等の事務を担っています。理事長を務める鈴木武さん
は、
「事務所をしっかりと構えることで活動の幅が広が
りました。結果、人員も配置でき、中味のある事業が
展開できています。
」と話します。

「仲間」と共に支え合いながら、酒害について広く市民
に理解を深めていく活動を行う断酒会。もし、身近にお酒
で悩んでいる方がいたら断酒会をご紹介ください。
断酒会は、全会員が酒害者であり、回復を目指して前向
きに活動しています。
「体験者だからこそ酒害者本人の気持
ちを理解することができます。１人では断酒・回復のでき
ない病気だからこそ『仲間』として支え合っていくことが
大切です。生きていくための断酒です。
」と鈴木さん。

民間非営利活動促進委員会の
委員候補者を募集！

みやぎＮＰＯ夢ファンド“大収穫祭”
10 月 17 日
締切必着

みやぎＮＰＯ夢ファンドからの助成により、大き
く実ったＮＰＯの活動紹介を行います。

宮城県では、県内のＮＰＯ活動

ぜひ足をお運びください！

を促進するため、学識経験者や

●場所：宮城県庁１F ロビー

ＮＰＯ関係者等を中心に構成される

●主な内容

『宮城県民間非営利活動促進委員会』を設置し

○助成先の 11 団体による活動紹介

ています。このたび委員の改選に伴い、委員に

（パネル展示、販売など）

御就任いただける方を募集します。
詳細はホームページをご覧ください。

10 月 19 日・20 日
10:00〜16:00

○ＮＰＯ法人設立相談

臨時窓口開設

ほか

http://www.pref.miyagi.jp/npo-seisyou/

連絡先：宮城県環境生活部ＮＰＯ活動促進室

TEL：022-211-2522

■新規のＮＰＯ法人認証団体 （８月３１日〜９月１４日の期間）
アクアゆめクラブ
むげん
福祉ネットＡＢＣ
やまぼうし

宮城郡七ヶ浜町
仙台市宮城野区
仙台市宮城野区
亘理郡亘理町

各種スポーツ・イベント・地域子ども教室・体育施設管理事業等
高齢者、障害者の住宅清掃・外国人と地域との異文化間交流等
知的障がい児・者の就労支援・余暇活動支援・啓発事業等
高齢者・障害者・小児に対する居宅介護支援等の事業

■■■ １０月の催し ■■■
5日 水 ★人材育成講座
「手続きと変更登記〜」(14:00〜)
7日 金 ●キャリアボランティア養成講座(14:00〜)
8日 土 第3回EMインストラクター養成講座(13:00〜)
主催：NPO地球環境共生ネットワーク
TEL:0223-24-3683
12日 水 ★らくらく会計講座「NPOの税務」
15日 土 ●キャリアボランティア養成講座(14:00〜)
行政書士による無料相談会(9:30〜)
主催：宮城県行政書士会 宮城野支部
TEL：022-293-3056
16日 日 ロボット教室

21日 金 ●キャリアボランティア養成講座(14:00〜)
22日 土 第4回EMインストラクター養成講座(13:00〜)

10月8日 第3回講座に同じ
23日 日 無料相談会(13:00〜)

主催：宮城県マンション管理士会
TEL:022-218-2003
30日 日 バッチフラワーセラピー(13:00〜)
主催：バッチネットワーク東北
TEL：022-378-0832
「●」印の催事は、
主催：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる TEL：022-791‐9323

「★」印の催事は、

主催：ＮＰＯ法人ロボテック TEL：022-773-3820 主催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ）

18日 火 ★人材育成講座

企画・実施：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる
「ファシリテーターを養成しよう！」(18:30〜) TEL：022-256-0505

「協働コーディネートのポイントを探る」
●日時：(1)10 月 29 日（土） 13：00〜18：00
(2)10 月 30 日（日） 10：00〜16：00
●場所：(1)大河原中央公民館
(2)古川市市民活動サポートセンター
●対象：NPO 関係者及び市町村 NPO 担当職員など
●定員：各 30 名(定員になり次第締切)
●受講料：無料
●申込締切： 10 月 22 日(土)

「認定ＮＰＯ法人になれる？
−決算書の事例から検証−」
●日時：11 月 3 日（木・祝） 10：00〜16：00
●場所：みやぎＮＰＯプラザ
●対象：認定 NPO 法人に関心のある方など
●定員：30 名(定員に達し次第締切)
●受講料：500 円(資料代)
●申込締切：10 月 27 日(木)

●主催：宮城県
●企画・運営：NPＯ法人杜の伝言板ゆるる
●連絡先：ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる
〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡 5 番地 みやぎＮＰＯプラザNo.6
TEL：022-791-9323
FAX：022-791-9327
URL：http://www.yururu.com
E-mail：yururu@miyagi-npo.gr.jp
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/ ★

