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創立２０周年 おめでとうございます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

ＮＰＯ法人岡山県マンション管理組合連合会 

ＮＰＯ法人あんしんコミュニティ岡山  

佐藤 好英 

 

20周年おめでとうございます！ 

これからもますます岡山を中心に中国地方のＮＰＯ活動の盛り

上げに貢献されることを祈念しています。 

京都府府民生活部府民力推進課 竹内 理 

 

この度は 20周年おめでとうございます。 

貴会の地域や人に向き合う姿勢とそこから事業を興す姿からい

つもたくさんのことを学んでおります。これからも新たな道を切り

開いていってください！ 

公益財団法人京都地域創造基金 可児卓馬 

 

設立 20周年おめでとうございます。 

今後益々の御活躍を祈念いたしております。  

特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

青木ユカリ 

 

20周年おめでとうございます。 

そして、NPO 文化を醸成してくださって、本当にありがとうござい

ます。少子高齢社会が加速するなか、これからが正念場です。

大きな花から豊かな実りがたくさんありますよう、よろしくお願い

します。 

岡山市議会議員 鬼木のぞみ 

 

並々ならぬ活動を 20 年もされていることにただただ、尊敬と感

謝でいっぱいです。岡山は NPO センターの実績実践でほかの

団体の活動がやりやすくなっていると思います。今後もよろしくお

願い申し上げます。 

一般社団法人おいでんせぇ岡山 逢澤直子 

 

２０周年、おめでとうございます😊  

社会福祉法人Ｅ・スマイル  大和 達仁 

地域の NPO や市民社会のサポーターとしての役割を、長きに

わたって果たしてこられたことに敬意を表しますとともに、今後ま

すますのご清栄をお祈り申し上げます。 

岡山大学／助成財団センター 青尾謙 

 

しくみづくりや組織づくりなど、先進的に踏み込んで・後につなが

るお取組みを次々に手掛けられていることに、毎度「スゴイな

あ・・・」と感じるばかりです。ご活動を学ばせていただいている者

として、お礼とお祝いを申し上げたく思います。 

やまぐち県民活動支援センター 伊藤彰 

 

創立 20周年おめでとうございます。 

これからも、社会をより良き方向に変えて行く原動力のある組

織としての強化発展とご活躍を祈念します。 

小桐 登 

 

20周年おめでとうございます。 

公益財団法人 京都地域創造基金 海老原 幸子 

 

岡山NPOセンターの頑張っている姿に日々力をいただいていま

す。今後のご活躍を祈念いたします。 

逗子文化プラザ市民交流センター 村川真理子 

 

20 周年おめでとうございます！！いつもお世話になっておりま

す。今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。 

公益財団法人佐賀未来創造基金 山田健一郎 

 

草分けとしてスタートされてより、ここに 20 周年の節目を迎えら

れました。誠におめでとうございます。また、この度の災害支援

は、まさに 20 年の積み重ねの賜物でした。心より感謝申し上げ

ます。課題が山積し激動する社会にあって、いやまして大きな

使命を担われて行くことと思いますが、次の 10年に向け、益々

のご活躍をお祈りいたします。 

岡山市議会議員 竹之内則夫 

 

はたちになった。ここまでよく来た。 

これからは、成人として新しく前に、前に。 

特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールド 田代 邦子 

 



20 周年おめでとうございます！7 年前の「新しい公共」がすべ

てのはじまりでした。言葉を書くことも世の中を考えることも、これ

が原点なんです（しつこいですがｗ）。思いもよらぬ災害で岡山

のこれからが変わったかも知れませんが、そんな年に節目を迎

える岡山 NPO センターさんの役割がさらに大きなものになった

のではないかと思います。今後共よろしくお願いいたします。 

株式会社ビザビ 倉敷支社 廣田顕久 

 

 

おめでとうございます。益々のご発展をお祈りしております。 

県庁県民生活交通課 立岡 しのぶ 

 

この度は創立 20 周年を迎えられたとのこと、心よりお祝い申し

上げます。また、記念式典にご招待いただき誠にありがとうござ

います。本来なら、お祝いに駆けつけるべきところなのですが式

典当日は残念ながら出席がかないません。失礼をお詫びいた

します。最後となりすが、皆様の一層のご健勝と貴社の益々の

ご発展を心からお祈りいたします。メールにて恐縮ですが、お祝

いかたがた、欠席のお詫びを申し上げます。 

株式会社 Cone・Xi 高木 大地 

 

設立２０周年おめでとうございます！ 

私がＮＰＯの世界に入ったのは平成２１年の春。障害者支援の

仕事と思って勤めはじめた組織で、現場の業務と平行して会計

も労務も税務も法務も広報も担うことになり、そうした知識も経

験もない私は途方にくれていました。そんな時に岡山ＮＰＯセン

ターの事務局セミナーとスタッフの方々と出会い、そのご支援の

おかげで法人としての基盤を築くことができました。また、同じ悩

みを抱えながら活動している仲間と巡り合わせてくださったこと

も、私個人にとって大きな励みになりました。私達が活動する岡

山県に岡山ＮＰＯセンターがあって本当に良かった！ 

これからも皆様のお力をお借りしながら、豊かで活力ある地域

づくりに繋がる活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。最後になりましたが、岡山ＮＰＯセンターの皆様の

ご功績に敬意を表しますと共に、今後ますますのご発展と皆様

のご健勝をお祈りいたします。 

NPO法人なでしこ会 杉山ゆい 

 

 

20周年おめでとうございます★ 

記念式典に参加できなくて残念です。これからも岡山の市民に

よる市民のための市民活動を牽引していってください。 

倉敷市社会福祉協議会 近藤真由美 

 

20周年おめでとうございます。 

長く体力と耐力を持って、道を拓き続けていただいていることに

感謝です。今年の 7 月豪雨災害。その対応の中で実感してい

るのは、緊急対応より平時の取組みの大切さです。岡山 NPO

センターには様々な取組みがありますが、特に協働が大きく今

の災害地での支援を支えていることを実感しています。これま

でを作ってきてくださったスタッフの皆様と、支え続けてくださっ

ている皆様に改めて尊敬と感謝を申し上げます。 

結音-ムスビネ-合唱団 詩叶純子 

 

設立 20 周年、誠におめでとうございます。これからも地域に〝

伴走〟し、よりよい未来をともに築いてまいりましょう。益々のご

発展と各位のご活躍を祈念いたします。 

岡山県議会議員 青野 高陽 

 

岡山 NPOセンター２０周年、本当におめでとうございます！ 

地域をデザインし、地域のハブとなる、これまでの歩みは、地域

の中間支援組織の取り組みのモデルとして、とても参考になり、

刺激を受けています。これからの 10 年、20 年の歩みも、引き

続き、ご一緒させてください。 

NPO法人 CANPANセンター 山田泰久 

 

祝 20 周年！こんな刺激的で素敵な中間支援組織と同じまち

で仕事できること、社協として嬉しい限りです。 

目指す社会へ向けて、これからも共に良きチームとして、よろし

くお願いします！ロックンロール！ 

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 西村 洋己 

 

設立 20周年おめでとうございます。 

西日本中間支援組織の雄として益々のご活躍を祈念していま

す！ 

特定非営利活動法人きょうとＮＰＯセンター 平尾剛之 
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20 周年、おめでとうございます！今年の西日本豪雨災害をき

っかけに大変お世話になっております。貴センターの機動力、

お取り組み、今後の災害支援の際に他県、他組織のモデルに

なられると思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

一般社団法人 Smart Survival Project 高本佳代子 

 

設立 20 周年、誠におめでとうございます。岡山の NPO 活動の

牽引役としてのご活躍に心から敬意を表します。 

倉敷市議会議員 齋藤武次郎 

 

20週年、おめでとうございます。 

2011 年以来、本当に色々とお世話になり心から感謝いたして

おります。ますますのご発展を心からお祈りしています。これか

らもどうぞ、よろしくお願いいたします。 

株式会社 いち  高橋 新一 

 

20周年 おめでとうございます。 

今回のような広域な災害では NPO センターがうまく 行政と民

間をつないでくださり 多大な貢献をされていることを実感いたし

ました。ご苦労は多いと思いますが まだまだ先が長いと思いま

すので ご奮闘ください。我々民間人もせいいっぱい応援させて

いただきます。 

岡山県登録災害ボランティアコーディネーター 森田 靖 

 

岡山 NPOセンター設立 20周年おめでとうございます。 

輝かしいご発展を遂げられた皆様の情熱に敬意を表し、さらな

る飛躍を期待しております。 

川原 佳子 

 

20周年おめでとうございます。 

今後、益々のご発展を祈念申し上げます。 

特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ 高田新一郎 

 

２０周年おめでとうございます！！ 

私は岡山ＮＰＯセンターの「ＮＰＯが活躍する社会よりＮＰＯがい

なくても幸せな社会を」って言葉がとても大好きです。これから

も日本のトップランナーとして益々のご活躍を期待しています！ 

特定非営利活動法人Ｆｉｎｅネットワークながさき 山本 倫子 

 

20周年、おめでとうございます！ 

少しの時期ですが、所属し仕事な携わることができて、誇りに思

ってます！ますますのご発展を期待しております！ 

西山 基次 

 

岡山 NPOセンター20周年おめでとうございます。 

岡山のみならず、日本の市民活動をリードしてこられたこれまで

のご活動に敬意を表します。次の 20 年に向けた新たな挑戦に

期待を込めて、益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

大阪市ボランティア・市民活動センター 前田 拓 

 

石原さん、20周年おめでとう。いつもお世話になりありがとうござ

います。これからも、よろしくお願いします。 

勝間田高校 馬場深 

 

おめでとうございます。きっかけはこの発災でしたが、ずっと先頭

を走り続けて下さっていた姿に、励まされました。大変お疲れ様

です。これからの益々のご発展をお祈り申し上げます。 

おかやま笑顔プロジェクト 高橋亜弥子 

 

20周年、おめでとうございます！ 

いつも何かとお世話になってます。岡山 NPO センターの存在を

いつも心強く感じてます。早く岡山 NPOセンターと肩を並べられ

る、頼りになる中間支援組織となれますように頑張っていきたい

と思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。平成 30

年 7月豪雨で被災された被災地のいち早い復旧・復興を願うと

共に、岡山 NPOセンター20周年をお祝い申し上げます。 

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 椿 善裕 

 

20周年おめでとうございます。 

今後ますますの発展をお祈りします。 

ふるさと島根定住財団 樋口和広 

 

20 周年おめでとうございます。よりよい社会を創り出すために、

岡山 NPOセンターのスタッフのみなさんが活躍されていることを

本当にありがたく感じています。どうぞお身体気をつけてご活躍

ください。益々のご発展をお祈りします。 

（公財）みずしま財団  藤原園子 

 



二十歳の善き日をお祝い申し上げます。 

２０年の歩み、悲喜こもごもあったと思いますが、これまでのお

働きとご尽力に感謝‼これからも岡山 NPO センターが人々に喜

びをもたらすものであります様に🍀 

NPO法人 九州キリスト災害支援センター 

災害看護支援部  山中弓子 

 

センター創立 20周年、おめでとうございます。 

何が何でも駆けつけないといけないのですが、既に出講を約束

した講座の開催日と重なり、伺えません。とても残念です。 

岡山 NPO センターは創設時からのお付き合いですが、NPO の

運営サポートだけでなく、市民の参加促進にも努力され、最新

の政策をふまえた事業展開を進め、客観的なデータをふまえ

た状況把握に努力され、多様な団体などとのネットワークを構

築し、最新の ICT を活用した取り組みを進め……と、全国の市

民活動支援センターのグッドプラクティス・モデルの一つとして、

素晴らしい歩みを続けておられると思います。今後、益々のご

活躍を願っています。 

大阪ボランティア協会  早瀬昇 

 

20周年、おめでとうございます！ 

20 年というだけで大リスペクトです。みなさまのますますのご活

躍とご発展を。 

AS,inc. 坂口淳 

 

社会に対する視点や視野、仕事への取り組み方など、NPO セ

ンターで学んだことは本当に多くあり、今の自分の糧になってい

るということに、日々気づかされています。ご恩返しがまだまだで

きておりませんが、出身者として恥じない働きをしていきたいと

思っております。20周年、おめでとうございます。 

森髙寛行 

 

 

20 周年おめでとうございます！地域主体のまちづくりは、今や

日本全体の課題です。私たちは大阪南部でまちづくりの支援者

ですが、岡山 NPO センター様の問いは常に新しく、常に本質的

な学びを受けています。課題の構造的な把握を通じて、日本を

地方から問い直すムーブメントを期待します。 

NPO法人 SEIN 宝楽陸寛 

特定非営利活動法人岡山 NPOセンター設立 20週年、おめで

とうございます。20年という長い年月、積み上げてこられた時間、

忘れられない出来事、数多くの経験と実績をかさねてこられた

ことに敬意を抱かずにはいられません。私達は皆様からいただ

いたたくさんの出会いやきっかけを道しるべに活動しています。

今後も地域の元気を支えつづけていだだくとともに、岡山 NPO

センターのさらなるご発展とご活躍を心からお祈りしています。 

NPO法人市民活動センターみんなでしょうえい 貝原 博子 

 

市民活動を支え牽引されてきた岡山ＮＰＯセンターは行政にと

っても、本当に大切で頼もしいパートナーです。岡山市の「協働」

は石原さん、高平さんをはじめとしたセンターの皆様のご協力な

しには語れません。時に厳しく、いつも温かく、ご支援いただいて

きたことに心から感謝申し上げます。これからも課題解決のた

めのパートナーとして、共に歩んで参りましょう‼ 

20周年心からお祝いもうしあげます。 

岡山市岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課  武裕子 

 

20周年おめでとうございます。 

島根も中国 5 県も岡山の皆さまのおかげ。いつもいつも、ありが

とうございます。引き続き、ご指導いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

ふるさと島根定住財団 森山 忍 

 

２０周年おめでとうございます！ 

ポケットサポートが法人化する以前より、大変お世話になってお

ります。私たちの活動をいつも応援・後押ししてくださって感謝し

ています。これからも共に岡山の地で様々な活動を広げていけ

れば幸いです。 

認定 NPO法人ポケットサポート 三好祐也 

 

２０周年、誠におめでとうございます！ 

岡山 NPO センターさんの、いつも岡山発・日本初の新しいチャ

レンジに取り組まれ、市民活動・NPO のフロンティアを開拓して

いく姿勢を見習っております。ぜひ、これからも共に NPO法や寄

付税制などの政策推進にも取り組んでまいりましょう。引き続き、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

認定 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

関口 宏聡 
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設立 20周年、誠におめでとうございます！ 

設立、運営に携わってこられた皆さまにとっては、感無量といっ

たところでしょうか？式典に同席して共に喜びを分かち合えない

事が残念でなりません。人間であれば成人式。これから益々、

元気で、行動的な活動を推進されることを心から願っておりま

す。1 年先輩？の我々も、皆さまと切磋琢磨しながら共に、地

域のこと、社会のことを考えて活動を進めたいと思います。ぜひ、

これからもよろしくお願いします。改めまして、20 周年、本当に

おめでとうございます。 

認定特定非営利活動法人 日本ＮＰＯセンター  田尻佳史 

 

20周年おめでとうございます！ 

（公財）とっとり県民活動活性化センター 谷 祐基 

上山 梓 

 

20周年おめでとうございます。 

株式会社マスカット薬局 髙橋 正志 

 

設立二十周年まことにおめでとうございます。今後とも益々発

展されますよう心からお祈り申し上げます。 

NPO法人吉井スポレククラブ 

 

岡山 NPO センターのみなさまへ 20 周年まことにおめでとうご

ざいます！私とみなさんとのご縁は、12 年ほど前、CANPAN を

スタートした時に、加藤哲夫さんや川北秀人さんと一緒に全国

行脚をする中で始まりました。その頃から、NPO の情報開示や

情報発信にも積極的に取り組まれ、CANPAN の提供するサー

ビスをいつもパイオニア的にご活用いただいてきたこと、この場

をお借りして改めて感謝申し上げます。 

貴センターは、時間の流れとともに少しずつメンバーが変わって

も、いつも若い世代と年配の世代がうまく融和し、エネルギッシ

ュに中間支援組織としての使命を果たされてこられましたことに、

深く敬意を表します。 

20 周年をひとつの節目に、これからも益々ご活躍されること、

西日本豪雨を乗り越え、地域が未来に向かう力を世代を超え

て培われることをご祈念申しあげます。 

日本財団 荻上健太郎 

 

 

こころからお祝申しあげます。 

小豆澤喜雅 

設立二十周年おめでとうございます。 

今後ともよろしくお願い致します。 

特定非営利活動法人すみれ会 

 

昨日、岡山ＮＰＯセンター 設立２０周年記念式典のご案内を

拝受しました。誠に申し訳ないことに、同日は、福岡にて国際学

会に出ることになっており、出席がかないません。せっかくご案

内いただいたのに、本当に申し訳ありません。 

この機会に、貴会へのお礼を、申し述べます。特定非営利活

動促進法の制定に向けた動きを契機として、市民活動が新た

な段階へと入り始めていた１９９０年代後半に、市民活動を支

援するための組織を早々と設立されたこと、その草創期から、

県内各地に赴いて支援の機会を設け続けていらっしゃることに、

改めて深く敬意を表します。 

しかし貴会のご活躍の真骨頂は、みんなの集落研究所やみん

なでつくる財団おかやまのように、活動を始める人、それに参加

する人、その動きを支援する人を分け隔てることなく、特に若い

世代が、自分たちの地域の課題やめざす姿に向けた取り組み

を共有する機会を設け続けていらっしゃることにこそあります。 

すでにそのお取り組みを共有すべく、中国５県や、広く全国から

も、岡山に学び、岡山とともに次のしくみづくりを進めようという

方々が増えていることは、その先駆性はもちろん、広く柔らかな

担い手の育て方にも、共感されていることの証左です。 

また、今夏の大規模水害に際しても、甚大な被害に遭われた

県内各地にくまなく目と心を配り、被災された方々を支えるお取

り組みを、各地の様々な団体や機関との連携によって進めてこ

られたのは、その実績にもとづく信頼があってこそと申しあげら

れるでしょう。 

今後も、岡山の、そして、日本の、より良い地域づくり・ひとづくり

を導く存在として、ご活躍をお続けくださることを祈念します。２０

周年のお祝いの席に伺えないことを、重ねてお詫びします。 

川北 秀人 

 

 

設立二十周年おめでとうございます。 

今後ともご指導の程宜しくお願い致します。 

子育てサポートもみの木 



岡山 NPOセンター設立二十周年記念式典のご盛会を心よりお

祝い申し上げます。 

本日を契機として、岡山の市民活動が、地域主権・地域が主

役の新時代を益々担っていただきますよう、また、今後より一

層の事業展開と、関係皆様方のご活躍をお祈りします。 

自由民主党 副幹事長 

衆議院議員 あべ俊子 

 

特定非営利活動法人岡山 NPO センターの、設立二十周年記

念式典のご盛会を心よりお慶び申し上げます。 

岡山県で「豊かな市民社会の実現」を目指し、社会事業の支

援に力を尽くされた貴会の歴史に思いを致し、関係各位のご

努力に対して敬意と感謝を申し上げます 

貴会がこれからも地域の NPO と社会課題の解決を支える重要

な拠点として、更なる飛躍をされますよう心から念願し、ご関係

の皆様の益々のご発展とご活躍をお祈り申し上げます 

公明党 NPO局長 公明党岡山県本部代表 

参議院議員 谷合 正明 

 

特定非営利活動法人岡山 NPO センター設立二十周年記念

式典誠におめでとうございます。 

日頃のご努力と卓越した実績の賜物と拝察いたします。輝かし

い前途をお祝いすると共に、ますますのご活躍とご発展をお祈

り申し上げます。 

岡山県議会議員 蓮岡 靖之 

 

岡山 NPOセンター20周年、おめでとうございます！ 

地域の課題を掘り起こし、組織（センター）の成長を築きながら市

民参加をの広がりをつくりつづけている姿に励まされています！ 

困難と発見の連続だと思いますが、共に働きましょう」！これから

のよろしく！ 

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 毛利 葉 

 

この度は 20 周年をお迎えされましたこと、誠におめでとうござい

ます。いつも一歩先を行く中間支援組織のリーダーとして、地域

や全国から厚い信頼を得ている貴団体の弛まぬ努力に敬服い

たします。皆様のご健勝と、未来に向けてますますのご発展をお

祈りいたします。 

公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金志村 はるみ 

岡山 NPOセンター開設 20周年、心よりお祝い申し上げます。 

NPO セクター、特にコミュニティ財団の立場から、岡山 NPO セ

ンターさんの事業、並びにセンターから派生して生まれた数々

の組織・取組みをみるにつけ、先見性だけではなく、岡山県と

いう地域を「鳥の目・虫の目・魚の目」の 3 つの視座で関わり続

ける姿勢を感じています。地域を俯瞰しつつも地域に入りこみ、

しばしば個人の暮らしにまで焦点をあてて事実を確認し、課題

の根源を見つめて制度変更も視野に地域や行政に関わり続け

ていると拝見しています。地域を愛し、地域の課題を包括的な

視野でとらえる見識の深さを感じ、今回の豪雨災害においても

その蓄積を発揮しておられるご様子。日々のお取組みに心より

敬意を表するとともに、ますますのご活躍を祈念しています。 

公益財団法人地域創造基金さなぶり  鈴木祐司 

 

20周年おめでとうございます。 

岡山ＮＰＯセンターの取り組みには、いつも刺激をいただいてい

ます。また、石原さんはじめ職員のみなさまには大変お世話に

なっています。 

今後とも、さらなる発展を心よりお祈り申し上げます。 

公益財団法人みらいファンド沖縄 小阪亘 

 

20周年おめでとうございます！ 

地域に良い循環を生み出すために、次々と魅力的な仕掛けを

生み出す岡山 NPO センターの皆さんには本当に感謝し、そし

て期待しています。災害で大変な時期ではありますが、地域が

繋がり、元気になるような、岡山発の日本を明るくする取り組み

をこれからの 20年で生み出されることを期待しています。 

日本ファンドレイジング協会 鵜尾雅隆 

 

20周年おめでとうございます。 

岡山のみならず全国への活動のひろがりは職員のみなさんのが

んばりがあってこそだと思います。ますますのご発展を！！ 

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま  石田 篤史 

 

ご盛会をお祈り申し上げます。 

公益財団法人岡山医学振興会 

 

二十周年おめでとうございます 

小橋 政彦 



特定非営利活動法人岡山 NPOセンター20周年記念にいただいたメッセージ 

 

20 周年おめでとうございます。今なお続けられている水害対応

の数々の取り組みから、20年間築き上げられてきたことがいかに

大きかったかを感じています。NPOは大きな変化の時期にきてい

ると感じます。再確認や描きなおしをしながら、ともにがんばりまし

ょう。今後ともよろしくお願いします。 

日本 NPOセンター 吉田建治 

 

20 周年おめでとうございます。これからもますますのご活躍を祈

念しております。さまざまな場面でよろしくお願い致します。 

日本 NPOセンター/SDGs市民社会ネットワーク 新田英理子 

 

この度は設立 20周年、ほんとうにおめでとうございます。 

いつも NPOのための ICT支援者ネットワークの活動にてお世話に

なっております。災害の支援活動への IT 活用など、目の前にあ

る様々なリソースを現場に届けるコーディネーションに学ばせてい

ただいています。今後もともに深めあう場をご一緒できましたら幸

いです。岡山 NPO センターの今後の益々のご発展をお祈りして

おります。 

日本 NPOセンター 三本裕子 

 

設立 20周年、誠におめでとうございます！ 

常に地域のゆく先を見据えた先駆的な取り組みを次々に手がけ

られており、同じ県域 NPO 支援機関として非常に尊敬しておりま

す。ますますのご発展を祈念いたします。 

わかやま NPOセンター 志場久起 

 

本日はおめでとうございます。20 年の長きに渡り、岡山での NPO

の活動にお力添えいただき、ありがとうございます。そして、これ

からも先導者として、伴走者として、お力を存分に発揮くださいま

すよう、更なるご活躍をお祈りしています！ 

ＣＡＰおかやま 山下明美 

 

20周年おめでとうございます。益々のご発展をお祈りします。 

みんつくともども今後ともよろしくお願いします。 

みんなでつくる財団おかやま 大山 知靖 

 

 

 

 

設立 20周年おめでとうございます。 

日本全国のNPOセンターの中でも調査力、支援力、参加の促進

力、現場力、いずれもナンバー1 といってもよいのではないでしょ

うか。何より地域に根差し、地域の課題の一歩先を把握し、団体

に寄り添いながら解決策を共に作り出す力は NPO センターのモ

デルだと思います。末永く、活躍していただきたいので、職員の皆

様、くれぐれもお体ご自愛ください！ 

公益財団法人トヨタ財団 喜田亮子 

 

岡山 NPOセンターのみなさま 20周年おめでとうございます！ 

ここに至るまでには大変なご苦労と時間を要されたことと思いま

すが、行政との連携や地域課題に対する取り組み姿勢、新しい

ことに挑戦し続ける意欲は他をしのいで優れており、私どもも日頃

より大変多くのことを学ばせていただいております。 

今年は NPO 法も制定・施行から 20 周年を迎えるということで、

岡山 NPOセンターにおいても、非営利業界においても、重要な 1

年となるのでないかと感じております。次の 10 年・20 年に向け

て、皆さんがまたこれからどのような挑戦をされていかれるのか

…とても楽しみです！ 

皆様お忙しい毎日をお過ごしのことと思いますが、お身体にはく

れぐれもお気をつけください。貴センターの益々のご活躍をスタッ

フ一同、心より祈念しております。 

公益財団法人トヨタ財団 鷲澤なつみ 

 

岡山 NPO センター20 周年おめでとうございます！ハタチ～！タ

ブララサは岡山 NPO センターのみなさんに支えられているところ

が多くあり、団体を続けていく上で欠かせない存在です。 

それだけでなく、岡山をよりよくするための動きに巻き込んでいた

だいたり、私たちの得意とすることを引き出してくださったり。もちろ

んラサが直接関わっていない活動についてもその様子をお見か

けするたびに「私たちも進んでいかねば！」と元気や勇気をもらっ

ています。これからもどうぞよろしくお願いします。そして、私たち

が暮らすこの世界線とこれからを、ひとつずつすてきなものにする

ため ともに進んでいけたら嬉しいです＾＾ 

特定非営利活動法人タブララサ 一同 

 


