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市民活動団体のための講座を開催しました

「心をつかむ !企画の立て方講座」

名取市市民活動支援センターでは、市内の市民活

動団体やNPOの 活動や運営に役立つよう、様友な

テーマで講座や情報交換会を企画運営しています。

6月 16日 には「心をつかむ !企画の立て方講座」

を名取市役所で開催 し、講座に続けて「あれこれ情

報交換会
～

活動資金を集めよう～」を行しヽました。

講師は、これまで活動実践者として多<の企画書

を書いてきたとともに、民間助成金の審査員を務め

ている、認定NPO法 人社の伝言板ゆるる代表理事

の大ス保朝江さんです。

活動資金が得られる企画書づくりとは?

その企画書にストーリーはありますか ?

企画書は、助成金申請はもとより寄付募集、会員

や活動メンバー集めなど様皮な場面で欠かせない重

要なツールのひとつです。大久保さんは「企画書作

成のポイントは、他者が見てもスッと理解できるこ

と」と話します。

事業企画を立てるときは、事業の目的を明確にし

て、それをいかに実現させるかの5WlHを 考えま

す。そして、これらをストーリー性をもって組み立

ててい<ことが、読み手にスムーズに理解してもら

えるポイントです。

特に市民活動団体にとっては、社会的課題を現状

把握から明確にし、この先どこを目指してどう解決し

たいのかを企画書のなかで訴えるИ要があります。

たとえば、地1或の一人暮らしの高齢者が食事の回数

や栄養の点でも乏 しい現状 (社 会的課題)であるな

ら、週数回のお昼の弁当を届けることで、いつまでも

豊かな食事が得られ、さらには安否の確認も解決でき

ると、企画書で訴えます。

企画書には説得力ある数字も必要

実際に活動するには、食材費や水光熱費などの経費

をどう生み出すかで、回数や内容、届ける人数なども

違つてきます。そして、活動を継続するにはある程度

の利用者負担も想定し、それ以タトを助成金に求めると

すると “どの地域で、誰に対して、どれぐらいのサー

ビスを提供するかを定め、活動を担う人数を想定し、

何にどれ<らいの資金が必要になるか"を企画書にま

とめ、実施までのスケジュールも示します。

また、独りよがりの活動にならないように、作成し

た企画書は、仲間やそのことを矢□らない人にも読んで

もらい、内容が伝わるかどうかをチェックすることも

有効です。

あれこれ情報交換会

講座の後の情報交換会は、参加者や講師を交え、資

金集めの悩みや成功談などの情報を交換し、それぞれ

の団体が悩み解決のヒントを得ることが目的です。

「助成金を得るのはいいけれど、その後の運営や管

理のことを考えておくことも重要」「寄付は集まらな

いと用いがちだけど、思いを伝えていけば想像以上に

集まるもの。集める行動が大切」など、それぞれの経

験に基づいた貴重な情報を交わすことができました。

名取市市民活動支援センターでは、今後も様展な

テーマの「企画」を実施していきます。ぜひご活用<
ださい。
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心を支える傾聴のカ

NPO法人仙台傾聴の会名取支部

仙台傾聴の会 (以下、傾聴の会)は、平成20年4
月に設立された傾聴ボランティア団体です。東日本

大震災発生後も活発な傾聴活動を県内で展開し、平

成25年にNPO法人格を取得しました。

「1頃聴」とは、相手の話を否定せずありのままを

受け止め、共感的に一生懸命聴くコミュニケーシヨ

ン技法で、相手の存在を認めることです。人は話を

聴いてもらうことによって、心が浄化され不安感が

軽減 し、自律へ向かう行動に繋がります。東日本大

震災後、孤独感を抱えたり心のバランスを崩す人が

増えるなか、傾聴の会は、宮城県医師会からの依頼

を受け、震災直後の3月 22日 から避難所での傾聴活

動を開始。メンバーは、震災の影響で交通機関が麻

痺状態でも、徒歩や自転車で避難所に出向き、傾聴

活動を行つてきました。

桜団地での傾聴の様子

語 り合 える居場 所 づくり

傾聴の会名取支部も同様に、震災直後から6月 ま

での3ヶ 月間、避難所に指定されている学校や、公

民館、名取市文化会館などを訪ね、傾聴を行いまし

た。現在は名取市内4ヶ所の仮設住宅集会所を中lい

に、傾聴活動をしています。特に仮設住宅名取箱塚

桜団地 (以下、桜団地)集会所では、桜団地だけの

試みとして男性限定の傾聴の会を開催しています。

開始当初は、被災者のlbに 寄り添える会にしよう

と、試行錯誤の連続で した。女性が賑やかなのに対

して、男性の□は重く、お菓子や飲み物にも手を伸

ばさず、緊張 したままの様子が続いていたのです。

そんなB寺、ある男性からの「女性が一緒だとなかな

か話せない。」という一言を機に、男性だけの傾聴

の会を開催するアイディアが生まれます。メンバー

で話 し合いを重ね、意を決して今年の 1月 に開催 しま

した。男性ばかり10名ほどの参カロ者には、それまで

見られなかつた笑顔があふれ、会話も弾んでいま し

た。この 3寺、メンバーは、話すことが苦手な男性で

も、この環境ならス トレスの軽減や心の安定が望める

と実感したといいます。

傾聴と絆

桜団地区長の太田光朗さんも、より多くの参加に繋

がればと、各家を回り参加を呼びかけています。ま

た、自治会副会長の伊藤忠美さんは、「毎月1度の開

催を、心待ちにしています。震災直後の間くに堪えな

い体験談も聴いてもらいました。傾聴の会の皆さん

の、一生懸命な思いには感謝しかないです。」と話し

ます。

傾聴を続けるメンバーは、「桜団地での活動は、今

年6月で 3年になります。現在は仮設を出た方がある

一方で、取り残されたような不安や、疲弊感をつのら

せている方長と、どう向き合つていけるかが、今後の

課題です。」と切実な思いを話します。このため、と

もに課題に取り組める仲FD3を増やすため、平成26年

度は、名取市市民協働提案事業で傾聴ボランティア養

成講座を行い、市民と繋がる傾聴の輪を広げていま

す。

NPO法人仙台傾聴の会名取支部

〒9811232 名取市大手町5-6-1
名取市市民活動支援センターレターケース4
T巨L:090-4887-4560
巨―ma‖ :rnoriyama― e@tulip sa∩ net.ne.ip

笑顔こばれる傾聴の時間
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開上の浜辺 のお花畑>に

人名取ハマボウフウの会
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「閑上海岸から空港まで、ハマボウフウを中心に

海浜植物が咲き誇るお花畑にするのが夢」とNPO法
人名取ハマボウフウの会 (以下、ハマボウフウの

会)の今野義正理事長は笑顔で語ります。ハマボウ

フウは各地で絶滅が危惧されているせり科の多年草

です。昭和 30年代には閑上海岸にも群生 していま

したが、食用や薬用としての舌し獲や、護岸工事やレ

ジャー四駆の砂浜への乗り入れで砂浜が踏み荒らさ

れたため、絶減したと思われていました。

しかし、平成 12年にこの幻の植物が 3株発見さ

れたのです。これをなんとか守り育てようと、翌年

ハマボウフウの会を設立。健康で美 しい6、 るさとの

海岸再生を目標に、ハマボウフウ保護区でのハマボ

ウフウの育成や、閑上海岸の清掃活動が,台まりまし

た。

蒙
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閑上の希望

それから10年以上かけて保護・育成に取り組

み、成果が実を結びつつあつた2011年、東日本大

震災の大津波がハマボウフウを襲いました。閑上海

岸が濁流と瓦礫に覆われ、2万4千本以上あったハ

マボウフウは壊滅的な被害を受けました。会員の多

<が被災し、活動どころではない惨状だつたため、

今野理事長はもう活動は続けられないと思つたとい

います。

しかし、震災直後の6月、海岸には泥を被りなが

らも白い花をつけたハマボウフウの姿がありまし

た。「自然の回復力と生命力の強さに感動し、希望

を取り戻しました」と今野理事長は語ります。

閑上に広がる協働の輪

「ハマボウフウが頑張つているのに、自分たちがあ

きらめるわけにはいかない !」 と、ハマボウフウの会

は活動を再開します。

昨年は、名取市に「名取の海岸復興を目指す「海岸

のお花畑」再生事業」を提案 し、今年度は市と協働で

その事業に取り組んでいます。その一環で、 6月 には

2日間にわたり「海岸のお花畑づ<り ～ 6ヽ るさと海辺

フォーラムとハマボウフウ移植会」を開催しました。

海辺フォーラムには、全国各地で海浜植物の保護活

動に取り組む14団体62名が参加。それぞれのフィー

ル ドでの活動内容や、効果的な保護方法などの情報が

活発に交わされました。

翌日は、閑上海岸復興を願う市民約150名が集い、

この日のために会員が育ててきたハマボウフウの若苗

2,OOO本が元気に育つことを願いながら、閑上の保護

区に移植しました。

ハマボウフウが砂浜に深<根を張つて浜辺を護るよ

うに、ハマボウフウの会も、地域にしっかり根ざしな

がら、活動を続けていきたいと想いを新たにしていま

す。

NPO法人ハマボウフウの会

〒9811213 名取市閑上字佛文寺45-1
T巨L/FA× :022-385-2345(今 里予)

E―man:k。∩∩。1942@gmancom
∪RL:http://hamabOuhuu.info

フォーラムで発表する今野理事長

移植会と海岸清掃
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7月25日 (金 )

「よくわかる会計入門講座 」

NPO等の団体で活動をするなかで日常的に発生す

る、帳簿のつけ方、現金や通帳の保管方法、請求書

や領収書の整理や取り扱い方など、会計の基本を分

かりやす<学びます。

日 時 7月 25日 (金)13:30～ 15:30

場 所 名取市役所5F 第 1会議室

講 師 平野由紀子さん (税理■)

受講料 無料

定 員 20名 (先着順)

対 象 名取市内で活動するNPOや市民活動団

体、町内会などの会計担当者やメンバー、

名取市にお住まいで市民活動に興味のある

方など

哺嘔
7月 3'日 (ホ )

「会計税務相議会」

日長の会計から決算書作成、税務のことまで専門家

がお答えします。会計や経理の経験が浅い方でもお

気軽にご本目談いただけます。

相談員 平野由紀子さん (税理士)

8月 28日 (本 )

「市民活動なんでも相談会 」

市民活動やボランティアを始めてみたい、NPO法
人を設立したいなど、市民活動に関するご相談に、

経験豊富な相談員が対応します。

相談員 大久保朝江さん
(NPO法人社の伝言板ゆるる代表理事)

※両日とも以下は共通です
場 所 名取市市民活動支援センター

時 間 13:OO～ 17:○○ (1団体1時間)

定 員 3団体 (予約制)

新しい支援センターの使用を考える意見交換会を開催します f

現在、新しい市民活動支援センターの建設工事が進んでいます。
この新センターをより使いやすくするために、市民活動団体の皆さんと、「こんな備品があつたらい
いな」「こんなレイアウトだと使いやすい !」 などの意見を出し合う、意見交換会を行います。
ぜひご参加<ださい |

日 時  7月 28日 (月 )13:30～ 15:30
場 所  名取市市民活動支援センター

内 容  新しいセンターの施設概要説明、必要な備品についての意見交換など

対 象  名取市内で活動する市民活動団体のメンバーなど

定 員  15名 (1団体 1～ 2名程度)

申込み・問い合わせ  名取市市民活動支援センターまで事前にご連絡<ださい
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