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　今年度より「地域貢献活動分野に係る職業能力開発推進体制

整備モデル事業（コミュニティ・ジョブ支援事業・厚生労働省

委託事業）」がスタートします。

　この事業は、主に中高年齢者の方を対象に、NPO法人や、

コミュニティ・ビジネス等を就業先として、働き方の選択肢を

広げるための支援、地域貢献活動の担い手育成を目的としてい

ます。

　社会情勢の変化から地域の課題は多様化しており、その解決

や産業振興の担い手として、NPO法人、コミュニティ･ビジネ

ス／ソーシャルビジネスが着目されつつあります。これらの分

野に中高年齢者の方が持つ知識や経験が活用できるように、情

報提供や不安解消を図り、担い手としての職業能力の開発を

促進することがこの事業の趣旨です。

　PSCでは、事務所と同フロアに「あいちコミュニティ･ジョ

ブセンター（ACJC）」を設置し、5月下旬より職場体験の受

け入れ、登録受付をスタート。中高年齢者を中心とした対象者

の方の相談応対をはじめ、関係先の協力をいただきながら講座

の開講や職場体験などを行っていきます。

　PSCがこれまでに行ってきた「NPO起業・就労科」など、

企業からNPOへの就業を支援する数々の事業成果を活かし、

対象者の方には「やりたいことをじっくり選べ、ネクストキ

ャリアを描ける」ように、そして、NPO法人、コミュニティ･

ビジネス／ソーシャルビジネスの人的基盤整備に役立つ事業に

していきたいと思います。

（コミュニティ・ジョブ支援事業・厚生労働省委託事業）

　講座などで使用する教
室（新池下ピアザ）。
30名は収容可能です。

　相談室。NPO 法人、
コミュニティ･ビジネス
等に係わる出版物も閲
覧できます。

　

　私たちは、任意団体としての13年間の活動実績をもとに、

2007年11月に「誰もがその人らしく美しく過ごすことができ

る社会の実現」を目指す医療・介護・理美容・ファッションのプ

ロフェッショナル集団NPO全国福祉理美容師養成協会を設立致

しました。現在は、介護施設や居宅への訪問理美容事業、理美容

有資格者の再就職支援としての訪問理美容師養成事業、障害者就

労支援委員会、レクリエーション支援委員会、美容ケア普及委員

会、エンゼルメイク(死化粧)委員会などの活動を通して、名古屋

大学医学部、同朋大学社会福祉学部、金城学院大学環境デザイン

学科、愛知淑徳大学CCCと協働し、要介護者への直接支援はも

とより、介護する側のメンタルケア、介護負担軽減にも力を入れ

ています。

　今年度は東海ゴム工業株式会社の助成により、愛知県内の介護

施設での「ビューティーキャラバン」イベントの実施、株式会社

ラッシュジャパンとの協働により全国の介護施設10カ所で「入

浴ケア」講習実施を予定しています。また、日本財団助成事業と

して「居宅訪問理美容ケアアセスメントシステム」のモデル化を

　　　　　　　　　　あいち未来塾（財団法人中部産業活性化セ

　　　　　　　　　ンターとの共催事業。あいちモリコロ基金大

　　　　　　　　　規模活動助成事業。塾長:東京福祉大学大学院

　　　　　　　　　教授水谷研治氏）は、次代や地域を担う＜地

　　　　　　　　　域プロデューサー＞が育ちあう塾です。昨年

　　　　　　　　　度より開講し、第1期生は今年2年目を迎え

　　　　　　　　　ました。

　　　　　　　　　　地域プロデューサーとは、地域の課題を発

見し、解決のための方策を考え、そのための活動を実践したり、

事業を興すことができる人をいいます。塾では、地域プロデュー

サーに求められるコーディネート力、マネジメント力、政策提案

力などを講義だけでなく、市民活動やNPO、まちづくりの現場

など、フィールドワークやワークショップを通じて実践的に身に

付けていきます。地域の課題解決のほか、文化資源や歴史資産、

地域伝承、自然環境など地域に残る資源に光を当て、掘りおこす

　　地域プロデューサーとして学んだことを活かせる場面はいろ

いろあります。

　「解決したい課題がある人」「これから地域で活動をはじめた

い人」など、想いのある方ならどなたでも入塾いただけます。ど

事務局だより

※今号より「会員さん紹介」のコーナーがスタートしました。PR
したいことがある団体、企業の方、お気軽にお知らせください。

うぞご参加ください。応募要領はあいち未来塾第２期生募集パン

フレットを参照ください。PSCのHPにも掲載。ご希望の方はメ

ールでもお送りいたします。

・募集対象　18才以上

　地域社会の課題解決や市民活動に主体的に取り組む意欲のある方

・人数　　　25名

・受講料　　2年間で2万円

・応募要領　次の項目を郵送、FAXまたはEメールにてお送りく

　　　　　　ださい。

　　①氏名、性別、年齢　②住所

　　③連絡先（電話、 FAX、Eメール）④勤務先または学校名

　　⑤所属の市民活動団体または活動経験があればその内容　

　　⑥「私がめざす地域プロデューサー」をテーマに書いたもの

　　　（800字程度）　

・応募先　　パートナーシップ・サポートセンター（PSC）

「第3回企業＆NPO　協働アイデアコンテスト」（主催：財団法人中部産業活性化センター＜CIAC＞、PSC）で最優秀賞を受賞した団体です

特定非営利活動法人　
全国福祉理美容師養成協会（通称NPOふくりび）

図り、理美容師向け養成講座や、ケアマネージャー向け説明会を

実施します。

　ヤマト福祉財団助成事業として「障がい者就労支援身だしなみ

講座」のプログラムを開発し、講座を実施します。「得意を生か

して好きな事で社会貢献」をテーマに、新たな目線から次世代教

育も行っています。このような活動を支えて下さる「プロフェッ

ショナルボランティア」「スタッフ」「会員」を募集していま

す。ぜひ、あなたのお力をお貸し下さい。

　

　　　　事務局所在地　愛知県日進市香久山1－2809　　　　
　　　　　　　　 　　　電話　052－801－4490
        　 HPアドレス　  http://www.fukuribi.jp

ピックアップ

　はがきでもご案内しましたが、5月23日（土）13:30からウ

イルあいち3階「会議室５」において、2009年度定時総会を開

催します。2008年度活動報告や2009年度の事業計画を中心

に、予算や役員選任などを審議します。

　年に一度、PSC会員のみなさんが集う総会へのご出席をお待

ちしています。詳細は同封のチラシをご覧ください。

５月２３日（土）開催！

▲病院でのシャンプー ▲介護職員シャンプー講座

２年間で学ぶ地域プロデューサー育成塾

「あいち未来塾」第２期生募集を開始
あいちモリコロ基金大規模活動助成事業

ＰＳＣ会員さん紹介①
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行政

NPO

企業行政

　名古屋のまちづくりは400年前から――って、ご存知で

すか？

　1610年（慶長15年）の名古屋城築城開始と、清須から

の町ぐるみの移転（いわゆる清須越え）に始まったと言わ

れています。2010年は、それから400年経ったというこ

とになります。

　そこで、名古屋市では開府400年を、メインテーマ「未

来の子どもたちへ」とし、サブテーマに「歴史と文化」

「交流と祝祭」「環境」を掲げて市民ムーブメントを巻き

対
象
者

センター
に登録

　　　　　　　　　　あいちコミュニティ・

　　　　　　　　　　ジョブセンター

　　　　　　　　　　（ＡＣＪＣ）
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・きっかけ講座

　1日体験
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締切

起こそうということになりました。

　パートナーシップ・サポートセンター（PSC）もその実

行委員のひとりとして参加しており、主催事業の一つ「企

業・市民・NPOコラボ400」の事務局として取り組むこ

とになりました。NPOと企業の協働推進をめざして、

NPOと企業が手を組み、それぞれが協働を提案できるよう

ワークショップや講座などをこれから開始していきます。

乞うご期待!!

名古屋開府400年祭で「企業とNPOのコラボ」を!!

NPO等で職場体験しませんか？NPO等で職場体験しませんか？
「地域デビュー」のサポートをはじめます！

5月下旬
あいちコミュニティ・

ジョブセンター（ＡＣＪＣ）
オープン

２００９年度定時総会のお知らせ　２００９年度定時総会のお知らせ　
「あいち未来塾」第２期生募集を開始

▼

▼

 

　お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今号より、

PSC　REPORTをプチリニューアルしました。これからも、読

みやすくて、ためになる（？！）紙面を目指していきますので、

ご意見などありましたら、事務局までどしどしお寄せ下さいね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山崎）

　2009年度の事業計画もほぼ確定し、今年度は、昨年来の継続

事業や既存事業に、新たな事業としてコミュニティ・ジョブ事業、

名古屋開府400年祭事業などが加わりました。新しいメンバーも

迎え、職員一同新たな気持ちでのスタートです。　　　（村瀬） ＊5月14日（木）第1回企業･市民･NPOコラボ400運営委員会

（NPOふくりび事務局長　岩岡ひとみ）
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PSC岸田の“東へ西へ”（2009年３月４月）

１．｢パートナーシップ大賞｣事業
　

　◇第6回パートナーシップ大賞 発表・贈呈式開催　　　

      11月23日(日)最終プレゼンによりグランプリ「地域社会の防災

　　　力の向上に向けた協働事業」決定。

　　ミニ講演

　　「第4回パートナーシ

　　 ップ大賞受賞その後」

　　 懇親パーティ

　

　◇第5回パートナーシップ大賞事例集

　  「点から線へ、線から面へ」発刊

２．コラボレーション事業
　

１）「あいち未来塾・地域プロデューサー形成事業」

　　＜(財)中部産業活性化センター(CIAC)との協働事業＞

　　　　　　　　　　　　　（あいちモリコロ基金助成事業）

２）「第3回企業＆NPO協働アイデアコンテスト」

　　＜(財)中部産業活性化センター(CIAC)との協働事業＞

３）行政との協働事業

　　①｢福祉のまちづくりリーダー養成講座｣　＜名古屋市社会福祉

　　　協議会委託事業＞

　　②NPO基盤整備セミナー「信頼されるNPOのための協働力向上

　　　セミナー」＜愛知県社会活動推進課委託事業＞

　　③企業とNPO等の協働による環境活動促進意向調査＜愛知県環

　　　境部環境政策課委託事業＞

　　

3/2（月）

3/3（火）

3/4（水）

3/5（木）

3/6（金）

3/7（土）

3/8（日）

3/10（火）

3/12（木）

3/13（金）

3/15（日）

3/16（月）

3/17（火）

3/18（水）

3/19（木）

3/21（土）

3/22（日）

3/24（火）

3/28（土）

3/31（火）

4/2（木）

4/8（水）

4/9（木）

4/10（金）

4/11（土）

4/12（日）

4/13（月）

4/16（木）

4/17（金）

4/18（土）

4/19（日）

4/20（月）

4/21（火）

4/22（水）

4/23（木）

4/24（金）

4/26（日）

4/28（火）

　３月31日(土)　17時から「2008年度第5回理事会」を開催しま

した。(場所：池下ピアザ)。2008年度事業報告(案)および収支決算

報告、2009年度事業計画(案)と組織体制について審議、承認を得ま

した。協働推進の新たな事業となる名古屋開府400年祭事業やコミ

ュニティ・ジョブ支援事業(1P参照)、パートナーシップ大賞事業に

ついての新たな提案もあり、活発に議論が行なわれました。

　環境活動における「企業とNPOの協働」に関するアンケート＆ヒ

アリング調査は、「企業とNPOの協働による環境活動促進意向等調

査報告書」と、企業とNPOの環境活動促進ガイドブック「企業と

NPOの協働で環境活動をすすめよう！！」にまとめました。愛知県

のHPにアップされる予定です。 協働相手がどんなことを求めている

のか、ぜひ、ご覧ください。

　3月から4月は年度が切り替わる時期。慌しさの中に「次」への期

待が膨らむ時期でもあります。私も「まとめ」に追われつつ「次」を

読みながらの日々が続きました。

　3月3～4日は東京出張。霞ヶ関の2つの省と全国Nサポ幹事会に出

席。P賞の共催の可能性を探るための提案に、はてさてどんな反応が

返ってくるか。6日の地球環境基金のヒアリングは、これまでの助成

を受けて行った活動への評価が、思いのほか専門家から高かったのに

びっくり。7日はおうみ未来塾9期生の卒塾式。2年間の塾生の成長ぶ

りに言葉にならないほど感激し、思わず涙。

　3月19日は経済産業省初の「ソーシャルビジネス（SB）全国フォ

ーラム」（東京・有明）。委員のひとりとして環境をテーマにした分

科会のコーディネーターを担当。PSC会員のパンドラの会さんもこの

事業のひとつである「SB55選」に選ばれ同席。3月21～22日は初

めて名古屋で日本NPO学会を開催。CSRをテーマにした初日のパネ

ルに参加。28日はEPO中部の「協働を考える20人ダイアログ」に出

席。年度最後は31日のPSC理事会で締めくくった。

　4月2～4日は10年来担当している企業グループの新入社員研修。

4月10～14日は北海道に飛び、北海道NPO

サポートセンターの10周年交流会で乾杯の音

頭をとり、11日午前に「組織運営」の講師。

午後と12日の日曜午前は「飛んでけ！車い

す」の会（第1回P賞グランプリ）のコンサ

ルティング、午後札幌通運のチャリティコン

サートに行き、翌13日は札通佐藤さんの車で網走に移動。夜、女満

別のひまわり温泉（大空町女満別農業構造改善センター）でしゃべ

り、14日はその指定管理者でもあるNPO法人夢の樹オホーツクの現

場（ふれあいホーム等）を内越さんにいろいろと案内していただい

た。

　４月16日と20日は保養所のコンサルと研修で渥美半島へ。4月18

日は未来塾の運営に関する話し合い、19日は「第7回P賞」実現に向

けて新たな展開を議論した。　　　　　　（4.19岸田眞代）

                                                                  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「協働推進」に新たな展開！「協働推進」に新たな展開！

2008年は創立10周年を迎え、特別事業として10周年記

念事業プロジェクトを行いました。PSCのこれまでの軌跡

をたどり、気持ちも新たに再スタートしました。

※5月23日(土)の総会で詳しく報告する予定です。

２００８年度主な事業

企業の８割が
社会活動・環境活動に取り組んでいます！！
「企業とNPO等の協働による環境活動促進意向調査」

特別事業10周年記念事業プロジェクト
　

１）PSC創立10周年記念フォーラム｢NPOと企業の協働“これまで・これから”｣の開催

　　◇2008年7月12日（土）13:30～　PSC創立10周年記念式典、基調講演「日本

　　　経済のゆくえ―PSC10周年に寄せて―」講演：水谷研治氏（東京福祉大学大学

　　　院教授、経済学博士）、シンポジウム「パートナーシップ大賞グランプリ受賞者

　　　によるパートナーシップ大賞受賞“その後”と“これから”を語る」、交流会

２）記念誌「PSC10年のあゆみ1998～2008」作成

３）「あいち未来塾・地域プロデューサー形成事業」

４）新たに教室（新池下ピアザ）を開設。

３．コーディネート事業
　

１）環境NGOと市民の集い　

　　＜独立行政法人地球環境再生保全

　　機構地球環境基金委託事業＞

２）なごや環境大学

３）｢新春交流会｣の開催

４．コンサルティング事業
 

１）三井住友海上｢NPO喫茶カフェアイリス｣支援

２）保養所｢あり方の検討｣（愛知県都市職員共済組合）

３）企業・NPO・行政各種相談その他

５．教育啓発事業

 

1）失業者向け委託訓練｢NPO起業･就労科｣＜愛知県＞

２）株式会社 デンソーユニティサービス

　　｢ビジネスマナー＆マインド研修｣

　

６．調査研究事業
 

１）｢企業の環境･CSR活動等に関する調査･分析および 

      促進へ向けたアプローチ･ツールの検討Ⅲ｣

　　 ＜地球環境基金助成金事業＞

　

７．情報受発信事業
　

　　｢PSC　Report｣の発行、ホームページの運営、メ  

      ーリングリストの活用、各種報告書の発行

　

８．提言活動その他の事業
　

１）行政各種委員としての提言活動

　　なごや環境大学実行委員、淡海ネットワークセンター   

      ｢未来塾｣運営委員、名古屋開府400年記念事業実行委  

      員会ほか

２）｢ウィルあいち｣その他各団体との連携など

主な活動2009年 3月～4月

　▼未来塾合宿での現場見学

　第6回パートナー
シップ大賞グランプ
リ受賞者と

10周年記念フォーラム

 

 

中部経済産業局説明会

厚生労働省　全国NPOサポートセンター幹事会

経済産業省、なごや環境大学幹事会

カフェアイリス会議　アバンセコーポレーション来所

地球環境基金活動ヒアリング

おうみ未来塾卒塾式

あいち未来塾塾生面談①

福祉のまちづくり担い手フォロー事業講座

アバンセコーポレーション来所

三井物産来所　保養所コンサル打ち合わせ

あいち未来塾塾生面談②

名鉄来所、連合愛知来所、愛フェス2009NPO部

会参加

愛知県企業とNPOの環境活動フォーラム(参加)

あいち未来塾運営委員会、あいち未来塾塾生面談③

｢ソーシャルビジネス全国フォーラム｣(東京･コーディ

ネーター)

日本NPO学会(理事会･名古屋パネリスト)

日本NPO学会

名古屋市来所、アバンセコーポレーション来所

EPO中部ダイアログ参加

PSC理事会

～4（土）企業研修

愛知県企画書提出

SV会議

愛知県立名古屋高等技術専門校委託事業説明会参加

北海道NPOサポートセンター10周年交流会

北海道NPOサポートセンター「組織運営」(講師)

「飛んでけ！車いす」の会コンサル①

「飛んでけ！車いす」の会コンサル②

(Ｎ)さわやかオホーツクネット講演

保養所コンサル

愛知県委託事業ヒアリング

あいち未来塾塾生会

パートナーシップ大賞運営会議

保養所リーダー研修(講師)　損保ジャパンCSOラー

ニング参加

電通来所

電通来所

SV会議　毎日新聞社来所

経済産業省、NPOサポートセンター幹事会　

愛フェス2009NPO部会(参加)

愛知県NPO・ボランティア担当者会議(参加)

主な活動2009年 3月～4月

　過去3年間にわたり行ってきた「企業の環境・CSR活動に関する調

査・分析」の経年変化がまとまりました。大きな変化のひとつに社会

性への視点が加わったことがあります。環境・CSR報告書の評価・

分析（調査対象100社）、中堅・中小企業への環境・CSR活動取材、

企業とNPOによる意見交換会等を通じて、これまでの取り組みが環

境・CSR活動の促進に向けたアプローチ・ツール（フローチャート）

としてかたちになりました。報告書がありますので、ぜひ、ご覧くだ

さい.。

3年間の調査・分析がアプローチ・ツールへ3年間の調査・分析がアプローチ・ツールへ

▼


