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とくしま県民活動プラザニューズレター｢１ヶ月｣ 

    第３９号   H18.11.20 発行 
徳島の「まずは、自分たちでできることからやってみる！」を応援する情報紙です。 

とくしま県民活動プラザ 

〒770-0873 

徳島市東沖洲 2-14 沖洲マリンターミナルビル１階 

電話：０８８－６６４－８２１１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：０８８－６６４－５３４５ 

e-mail：info@plaza-tokushima.com 

URL：http://www.plaza-tokushima.com  
 
                        1122 月月           11 月月 
 

 
 

 
■は休館日                

プラザからのお知らせ 

  
                   平成 18 年度 とくしま県民活動プラザ 第 2 回 運営セミナー

助成金講座 第 2 弾！ 

   今回は，四国ろうきんの申請書を用いて 

模擬プレゼンテーションを行います。  

助成金の獲得を目指して，  

  一緒に学んでみませんか。 
 

日時・場所 平成 18 年 12 月 5 日（火） 県建設業協会三好支部 

                         〈西部総合県民局（三好庁舎）北側〉 

                   6 日（水） 南部総合県民局（阿南庁舎） 

                   7 日（木） 南部総合県民局（美波庁舎） 

                   8 日（金） 西部総合県民局（美馬庁舎） 

                   9 日（土） とくしま県民活動プラザ 

講師 花岡 憲司 氏  

  NPO 法人ゼロ・ウェイストアカデミー所属，阿波農村舞台の会運営委員，徳島大学大学院工学研究科非常勤講師 

対象 ＮＰＯ法人，ボランティア団体等で活動している人，またはこれから活動しようと考えている人 

定員 （各回につき）３０名    参加費 無料    締切 平成 18 年 11 月 28 日（火） 

申込方法 所定の申込み用紙にご記入の上，持参・送付・ＦＡＸ・E-mail のいずれかにてお申込みください。 

       * 定員になり次第締め切ります  * （※定員を超え，お断りする場合のみご連絡いたします。） 

◎参加するにあたってのお願い  書類提出締切 平成 18 年 11 月 28 日（火） 

※原則として【四国ろうきん社会貢献活動 助成金申請書】に記入したものを１部をご提出いただくようになりま

す。（申請書は四国労働金庫のホームページよりダウンロードできます。プラザにもご用意してあります。） 

※当日，模擬プレゼンテーションを行う予定です。１団体につき 10 分間（発表・質疑応答）の時間を取りたいと考え

ております。（参加人数によって時間調整いたします。） 

問合せ とくしま県民活動プラザ（担当：大原）まで 
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徳島県から認証を受けている NPO 法人の数 
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プラザからのお知らせ 
  

          団塊の世代ボランティア入門講座 
                  

 

 

日時・場所 平成 18 年 12 月 9 日（土） 13：00～16：30（受付 12：30～） 

          徳島会場／アスティとくしま 3Ｆ 第 1 特別会議室 

        平成 18 年 12 月 10 日（日） 13：00～16：30（受付 12：30～） 

          阿南会場／阿南市情報文化センター・コスモホール 2Ｆ 

講師 名賀 亨 【なが とおる】 氏 

    華頂短期大学 社会福祉学科 助教授， 前大阪ボランティア協会 次長 

定員 70 名程度  参加費 無料   

対象 概ね 50 才以上の方，または団塊の世代コーディネーションに関わる方 

主な内容 ◎団塊の世代のボランティアの基礎知識と活動に関わる現状は？ 

       ◎会社人から地域人へのヒント 

       ◎あなたの特技・知識・経験を活かして地域参画デビュー！ 

問合せ 徳島県社会福祉協議会 とくしまボランティア推進センター（担当：三浦） 

 〒770-0873 徳島市東沖洲 2 丁目 14 マリンターミナルビル 1Ｆ とくしま県民活動プラザ内 

    電話：088-664-8211 ＦＡＸ：088-664-534 E-mail：miura@tokushakyo.jp ＵＲＬ：http://www.tokuvc.jp 

 
    
  

  

               

                        【紙芝居ボランティア「おしゃべりくまさん」】は，平成 17 年 4 月，とくしま動

                        物園ボランティアが発足した際，園内での活動の一環としてグループで紙 

                        芝居を行おうとしたのがきっかけです。当初は，実際に動物たちに触れるこ

                        とのできる“ふれあいコーナー”で順番待ちをしている子どもたちに楽しんで

                        もらえれば…”という思いから始まったのですが，現在では，紙芝居を楽し 

                        みにして来てくれる子も増えてきているのだそうです。メンバーは 20 代～60

                        代までと幅広く，「みんな前向きで，自分たちも一緒に楽しんで活動していま

                        す。楽しんでやれることが続けていける原動力かな。」と話すのは「おしゃべ

                        りくまさん」代表の田中浩子さん。ゴールデンウィークや夜の動物園の実施

期間中，また祝祭日等に紙芝居・大型絵本・エプロンシアターや動物クイズ等を行うほか，依頼があれば保育所等

でも出前公演を行っています。たくさんある演目の中でも特に，『たべられた やまんば』は子どもたちに人気の紙

芝居です。田中さん扮する“やまんば”は迫力満点で，見ている子どもたちからは「こわい～。」との声が上がって

いました。「いつも自分たちの未熟さを感じるけれど，少しずつ技術を成長していきたい。」と話す田中さん。とても

謙虚なその姿勢がそのまま田中さんのお人柄を表しているなぁ，と感じました。今，考えて 

               いるのは紙芝居や絵本を読むだけではなく，子どもたちと一緒に 

               遊べる手遊び・指遊び等の技術を身に付け，取り入れていくこと 

               だそうです。そして，「将来は，とくしま動物園のオリジナル紙芝居 

               を作りたい！」と目を輝かす田中さんから，私はたくさんの元気を 

               いただきました。 

                
♪お問い合わせ♪ 

紙芝居ボランティア「おしゃべり くまさん」 

代表：田中 浩子 

徳島市方上町合ノ町 43-3 電話・ＦＡＸ：088-669-2126 

社会貢献活動を行う 

団体のご紹介です♪ 

大型絵本を読む  

金川 艶子さん 

ｴﾌﾟﾛﾝｼｱﾀｰを行う  

 田中 浩子さん 

一日講座です。 

お好きな会場を

お選び下さい。 
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イベント・講座情報 

  

          四国観光検定 

        日時 H18 年 12 月 10 日（日） 

場所 徳島，香川，愛媛，高知の 4 県に会場を設け 

    同時に実施。 

内容 公式テキスト 2,100 円でアスティとくしまにて販

     売中。詳細は http://www.shikokukentei.com/ 

申込み 必要    受験料 3,150 円 

主催 （財）徳島県観光協会 

問合せ 〒770-8055 徳島市山城町東浜傍示 1 

     電話：088-652-8777 ＦＡＸ：088-625-8469 

     ＵＲＬ：http://www.tokushima-kankou.or.jp/ 

 

     講演会＆シンポジウム 

         うちんくの就学 
 

日時 Ｈ18 年 12 月 10 日（日） 10：30～12：30 

場所 とくしま県民活動プラザ 

講師 島 治伸 氏 

シンポジスト 森野 正治 氏，上岡 義典 氏 

内容 特別支援学級ってなに？特別支援教室とどこ

    が違うん？？等々。 

定員 70 名 （先着順）  申込み 不要 

共催費 1,000 円 

主催 ＮＰＯ法人こどもの発達研究室きりん 

問合せ 〒770-0866 徳島市末広 5 丁目 1-64 

     電話・ＦＡＸ：088-625-7893（17 時 30 分以降）

 
     平成18年度 (財)徳島県福祉基金助成事業

             デートＤＶ 
      ～交際中におきる暴力～ 
   暴力を振るわない，振るわれないための 

       防止プログラムを一緒に学びませんか。 

 

日時 Ｈ18 年 12 月 16 日（土） 

    【一部】 一般向け講座 10：00～12：00 

    【二部】 学生向け講座 13：30～15：30  

場所 徳島県障害者交流プラザ 3 階：研修室 1 

講師 レジリエンス 中島幸子さん，西山さつきさん 

参加費 無料 

主催 女性グループ・すいーぷ（代表：山橋潔子） 

問合せ 電話：088-631-5730 ＦＡＸ：088-631-5711 

 

     四国ろうきん助成金事業 

      お母さんとお父さんが 

     もっと自分を好きになるために 

 

 

日時 Ｈ18 年 12 月 17 日（日） 13：00～15：00 

場所 徳島県立男女共同参画交流センター 

     「フレアとくしま」研修室 

お話 北村 年子さん 

参加費 無料  託児 あり（事前申込み必要） 

問合せ ＣＡＰとくしま（逢坂） 

       電話・ＦＡＸ：088-643-0988 

       E-mail：ryou2001115@yahoo.co.jp 

ＣＡＰとくしま（原田） 

ＦＡＸ：088-655-9756 E-mail：harada-a@topics.or.jp 

 

プラザから皆様への大切なお願いです！ ～必ずお読み下さい～

とくしま県民活動プラザ ニューズレター「1 ヶ月」をいつもお読みいただき，ありがとうございます。 

これまでプラザではニューズレターを月 1 回発行し，皆様のお手元にお届けしておりましたが，来年 2007（平

成 19）年より，インターネットが利用可能な団体におかれましては，Ｅ－ｍａｉｌによる送付に変更させていただ

きたいと考えております。このため，当プラザ登録団体の中で，プラザ登録時の申請書にＥ－ｍａｉｌをお書き

になられた団体は来年よりＥ－ｍａｉｌで送付させていただきます。また，登録団体以外でもＥ－ｍａｉｌによる送

付にご協力いただけます団体におかれましては，お手数ですが，平成 18 年 12 月 10 日（日）までにプラザま

でご連絡くださいますよう，お願いいたします。 

皆様お一人お一人のご協力が必要です。何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。 
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２００７年度 

日本財団 助成事業 
 

締切：Ｈ18 年 12 月 11 日（月）当日消印有効 

 

問合せ 日本財団 

 

〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル

電話：03-6229-5111（総合案内：平日 9:00～17:00） 

ＦＡＸ：03-6229-5110 

E-mail：cc@ps.nippon-foundation.or.jp 

文化，教育，社会福祉等に関する事業 
 

対象団体 ＮＰＯ法人，ボランティア団体（任意団体） 

重点ﾃｰﾏ ○改修による福祉拠点の充実 ○犯罪被害

者，自殺者家族に対する支援 ○ホスピスケアの充実

のための活動 ○子どもの健全育成 ○郷土の資源と

先人の知恵を活用した地域づくり ○森林・竹林整備や

里地・里山の保全 ○ハンセン病制圧活動の推進 ○

生涯スポーツの充実 ○伝統文化・芸術を次世代へ継

承する取り組み 

助成金額 補助率 90％以内で 100 万円を上限。 

対象となる経費 人件費，諸謝金，旅費交通費，業務

委託費，什器備品費，印刷製本費，通信費・運搬費，

会議費，広告宣伝費，雑費 

第４回「One by One アワード」 

 
締切：Ｈ18 年 12 月 15 日（金） 

 
問合せ 日本アムウェイ株式会社 社会貢献部 

      「One by One アワード」事務局 

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7-1 

                 

電話・ＦＡＸ：03-5428-7960 

ＵＲＬ：http://www.amway.co.jp 

対象 1)キッズ個人賞（3 名）…困難な状況にありな

がら勇気・努力をもって自分の可能性に挑戦し，輝

かしい成果をあげているこども。 

2)NPO 奨励賞（6 団体）…チャレンジドのこどもを直接

的に支援する活動を行っている非営利団体。 

応募条件 1)キッズ個人賞…日本在住である。6～

18 歳のチャレンジドのこども。活動分野は学業・芸

術・文化・スポーツ等。他薦に限る。 

2)NPO 奨励賞…法人格の有無を問わず日本国内に

活動拠点を置く団体。2 年以上の活動を有す。年間

の活動計画を持ち会計報告書を作成している。 

受賞金額 1)キッズ個人賞…3 名に各 100 万円を教

育費として親または親権者に預ける。 

2)NPO 奨励賞…6 団体に各 50 万円。 

 平成 18 年度 

「社会福祉助成事業」 
 

締切：Ｈ18 年 12 月 31 日（日）当日消印有効 

 

問合せ 財団法人 日本社会福祉弘済会 

助成事業係 

 

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 4-24-3 

         

電話：03-3846-2172  ＦＡＸ：03-3846-2185 

ＵＲＬ：http://www.nisshasai.jp/ 

助成対象 社会福祉事業や福祉施設の運営，福祉

活動などを目的とする社会福祉法人，福祉施設，福

祉団体など。※法人格のない任意団体・グループは

市区町村社会福祉協議会の推薦が必要。 

1)研修事業 ①集合研修…福祉サービスのあり方や

専門的知識，技能の習得などをテーマとした集合研

修事業。②派遣研修…他の福祉施設・団体などで一

定期間実習する派遣研修事業。 

2)研究事業 ③実践研究…各福祉分野の先駆性の

ある事業を通して行われる成果・課題のまとめなど

の実践研究事業。④調査研究…社会福祉関係者の

専門性の向上・現任訓練の方法や体系・就労・福利

厚生などをテーマとする調査研究事業。 

助成金額 ①②③…事業全体予算の 80％以内で 30

万円を上限。 ④…事業全体予算の 80％以内で 50

万円を上限。 

   

詳細は各問合せ先に，お問合せください。


