ＮＰＯクラブ
10 周年記念

特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2009 年度「一歩くん募金」には県内 26 団体から応募があり、書類
による第一次選考を経て、2 月 27 日の公開選考会に 8 団体が参
加しました。

↑ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ風車

各団体のプレゼンテーション、選考委員による投票と討議の結果、
5 団体に総額 200 万円の助成を決定しました。

←千葉盲ろう者友の会
↓コミュニティワークス

それぞれの事業については、「公益ポータルサイトちばのＷＡ！」
（http://chibanowa.canpan.info）で報告書を公開する予定です。
2009 年度は、生活クラブ生活協同組合・有限会社樫浦商店よりご
寄付を頂きました。
団体名

事業名

事業内容

助成額

NPO 法人
千葉盲ろう者友の会

通訳・介助員のレベル
アップ研修会

盲ろう者向け通訳・介助員のレ
ベルアップ研修会を 6 回開催

500,000

ワーカーズコレクティブ
風車

規模拡大プロジェクト・
食器と一緒に理解も広
める

リユース食器レンタル事業の規
模拡大に伴う食器・滅菌庫等の
追加購入

500,000

NPO 法人
コミュニティワークス

第 6 次産業での障がい
者の仕事づくりと工賃
アップ～農業編

耕作放棄地を借りて障がい者と
共に無農薬栽培に取り組むた
め、必要な機材を購入

500,000

NPO 法人
やさしねっと結

年間契約宅配野菜用
畑の土壌改良事業

障害者が野菜を栽培・収穫・宅
配している畑の土壌改良を実施

300,000

NPO 法人
ウィズ柏

女性のための女性によ
る広汎性発達障害共有
支援事業

発達障害を持つ女性向け「井戸
端会議主婦コース」、家族向け
「母井戸端会議クラブ」等を開催

200,000

☆ちばのＷＡ！基金
地域の資源（物品・資金・人材・情報など）を掘り起こし、ＮＰＯに仲
介・提供する「地域資源循環システムちばのＷＡ！」(※)の中に位置づけた助成金です。応募に
あたっては「公益ポータルサイトちばのＷＡ！」に団体登録することが条件となります。基金に
使途を一任していただく「一歩くん募金」
、寄付先の範囲を指定できる「活動分野・活動地域指定
寄付」
、一定額以上を継続して寄付する「冠ファンド」の 3 種類があります。
※平成 20 年度千葉県「民が民を支える地域資源循環システム」モデル事業で構築した仕組み。Ｎ
ＰＯの情報開示により信頼性を高めて、県民・企業からＮＰＯへの資源の橋渡しをする。

ＮＰＯクラブが管理運営する「公益ポータルサイトちばのＷＡ！」が開設から
1 周年を迎えました。少しずつ登録団体も増え、物品提供や「一歩くん募金」
の助成にもつながっています。2010 年度はさらに発信する情報の質を高め、信
頼できるＮＰＯが地域に増えるように取り組んでいきます。

機能 1
ちば NPO 情報館
登録した NPO の
データベース

機能 2
ＮＰＯ三尺店
物品提供情報を
掲載し登録した
NPO へ仲介

機能 4
NPO がブログで
リアルタイム
の情報を発信
→支援・共感に
つながる

機能 3
ちばのWA!基金
寄付いただいた
資金を NPO へ助
成

機能 5

関東エリアの中間支援組織、市民活動担当の自治体
職員など 53 名が参加した「情報発信プラットフォ
ーム見本市」。全国の事例を紹介し、地域の情報発
信・ＮＰＯの情報開示について意見交換する初めて
の試みでした。交流の成果を今後の「公益ポータル
サイトちばのＷＡ！」運営に活かしていきます。

千葉県内の企
業や全国の企
業の CSR 情報
など、最新情報
を掲載

主催：地域・テーマ
公益ポータル推進
プロジェクト関東ブ
ロック会議

ポータルサイトひとこと紹介
●公益コミュニティサイトＣＡＮＰＡＮ
http://canpan.info/
日本財団が運営する、公益やＣＳＲに関わるすべ
ての人・組織が利用できるウェブサイト。

●市民活動支援システム「元気３６５」
旭化成ライフサポート株式会社が全国 70 以
上の自治体に提供するシステム。

●ジャパン・オンパク
http://japan.onpaku.jp/
NPO 法人ハットウオンパク（別府市）が運営
する地域ポータルサイト。

●ＮＰＯヒロバ
http://www.npo-hiroba.or.jp
日本ＮＰＯセンターが運営する全ＮＰＯ法
人のデータベース。

・とちぎコミュニティフ
ァンド運営委員会
・認定NPO 法人神奈

団体登録しませんか！
ちばの WA！で検索→登録して情報発信！
わからなければ NPO クラブまで
TEL 043-303-1688

川子ども未来ファンド
・NPO クラブ
グループディスカッション「閲覧者を増やすには？登録更新を促すには？」

情報発信に！カンタンで便利な

ブログ活用講座
積極的な情報開示は団体への信頼を生み、共感と支援
が集まります。ブログの特徴を活かして、タイムリーな活
動情報を発信しましょう。

日時： 5/11（火）13：00～17：00
場所： 千葉市ビジネス支援センター パソコン研修室
（千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる）
（JR 千葉駅徒歩 15 分・京成千葉中央駅徒歩 5 分）

福祉作業所による展示即売＆試食
千葉市内の福祉作業所が市民活動センターに集まって、
活動紹介と製品の展示即売を行います。コーヒーとケー
キの試食、ボランティア募集情報の掲示もあり。
（「Buono」はイタリア語で「美味しい」の意味。「ほのぼの」と
掛けました）

日時： 3/27（土）10：30～16：00

入場無料

場所： 千葉市民活動センター サロン
（千葉都市モノレール「市役所前」駅徒歩 1 分）

★出店団体
障害福祉サービス事業所 桜が丘晴山苑
福祉ショップひびき
まあるい広場
ステップちば
知的障害者授産施設 父の樹園
体験スペース木のまエコー
亥鼻福祉作業所
お菓子工房はぁもにぃ
トライアングル西千葉
鎌取福祉作業所
オリーブハウス
銀河舎
カフェ・バルコニーの家
地域活動支援センター すばる

★販売品目：パン・ケーキ・クッキー・
手作り雑貨・小物・木工・藍染・草木染
製品など
問い合わせ
千葉市民活動センター
TEL 043-245-5687

内容（予定）：
講義｢なぜ情報開示が必要なのか？支援につながる
情報開示とは？｣
「公益ポータルサイトちばのＷＡ！」の紹介
実践｢団体ブログを開設しよう！｣ など
講師： 山田泰久さん
（日本財団システム統括グループ情報コミュニケーションチーム）

対象： ＮＰＯのメンバー
定員： 24 名(先着順)
受講料： 500 円
協力： 日本財団 CANPAN

会員特典
◆講座の受講割引
会費 5,000 円につき 500 円の割引券を進呈。

◆広報の支援
会員団体が主催する講座・イベントをメールマガジ
ン・ニュースレターに掲載（無料）。
チラシ作成・印刷・発送・申込み受付・集金作業など
も支援します（有料）。

◆無料相談（1 時間程度）
グループ・団体の立ち上げ、運営、会計・税務、労
務、マネジメントなどＮＰＯの活動全般にわたって
相談をお受けします。相談内容に応じて、税理士・
弁護士・社会保険労務士などの専門家会員が対応
します。
※会員以外の相談は有料（3,000 円＋交通費実費）
です。1 日かかる相談の場合はプラス 1,000 円、
人数が多い場合はご相談ください。
※メール･電話での相談は随時、受け付けます。

○NPO クラブ定期総会・記念講演会○
日時： 6/5（土）13：30～16：30（予定）
会場： 千葉市生涯学習センター 大研修室
編集・発行

特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ(ＮＰＯクラブ)
■Tel 043-303-1688 Fax 043-303-1689
■〒261-0011 千葉市美浜区真砂 5-21-12
■ｅ-mail npo-club@par.odn.ne.jp
■URL http://www2.odn.ne.jp/npo-club
■団体会員 48 団体 個人会員 93 人

