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事務局だより

P a r t n e r s h i p  A w a r d

ＰＳＣ会員紹介④ ＮＰＯ法人 花＊花

第４回企業＆ＮＰＯ協働アイデアコンテストにて優秀賞を獲得した、ＮＰＯ法人 花＊花さん。地域に根ざした活動をご紹介します。

　

 

　２００２年からこれまで、ＰＳＣが呼びかけ主催となり実施して

きた「パートナーシップ大賞」。前回のＰＳＣレポートにてご案内し

ましたが、第７回は新しいしくみで動き始めることになりました。

　現在、「パートナーシップ大賞」サポーターを募集しています。全

国の「ＮＰＯと企業の協働」に取り組み、地域や社会を動かしてい

るＮＰＯの皆さん、ＣＳＲの一環としてＮＰＯとの協働を推進して

いる企業の皆さん、サポーターとして参加してみませんか。「一口

２０００円」の寄付をしていただければ、どなたでもサポーターに

なることができます。

　たくさんの心ある方の参加をお待ちしています。詳細は「パート

ナーシップ大賞」担当まで（052-762-0401）、お気軽におた

ずねください。（松橋）

ＮＰＯ法人　花＊花は　

「誰もが地域で自分らしく生き生きと働き、暮らすことを目

指す」というミッションのもとに活動しています。

知的障がいがあっても地域に貢献したい　

野菜中心で栄養バラ

ンスのとれたお弁当

を、高齢者の方々や

地域のみなさんにお

届けすることで、健

康を保ちながら地域

で生き生きと暮らし

てしていただくお手

伝いをしています。

　

地域のボランティアさんが、お弁当作りや軽作業をサポート　

ボランティアさんと過ごすことで、知的障がいのある人たち

の社会性が養われます。ボランティアさんも「知的障がい者

というより、地域で一緒に暮らす人」

と理解して、関係をつくっていただい

ています。

地域のみなさんの励ましが、

　　知的障がいのある人の人生を豊かにします　

「ありがとう」「お弁当美味しいね」「がんばっているね」。

そのひとことで、毎日生き生きと仕事に向かいます。

知的障がい者の独創的な絵や文字を活かし、

　　Ｔシャツ工房を立ち上げました　

知的障がいのある人が自己表現

として描いた絵や文字はユニー

クです。オリジナルＴシャツで、

知的障がい者の工賃アップを叶

えたいと思っています。
　

詳しくはHPをご覧ください。

　

　「今年はいつまでも寒いですね」という挨拶を交わしていたと

思ったら、もう八十八夜。お茶好きには楽しみな季節です。

　ＰＳＣの地元・池下の近くに日泰寺という寺があり、その沿道

に名古屋では有名な紅茶の店があります。まさに天竺渡りですか

ら、もうしばらく日数がかかりますが、今年の一番摘み茶が入っ

てきます。ワインのアールヌーボー同様、いかに

も若い香りと味。丸くない。でも六十路の身には

このとんがり具合がうらやましい。（村田）

　いよいよ、今年７月に開催する協働フォーラムの内

容が決定しました！　

　企業とＮＰＯ双方が協働事業アイデアを持ち寄り、

展示ブースでは活動（事業）とアイデアを紹介。イベ

ントエリアでは協働の先進事例を紹介する講演、アイ

デアのプレゼンテーションなどが行われます。協働コ

ーディネーターによるマッチング相談もあります。

　アイデア募集は５月１７日からスタート。２００９

年度の講座で協働を学んだ企業、ＮＰＯ、市民のみな

さん、アイデアをどしどしお寄せください。　講座に

参加できなかった方でも、協働アイデアをお持ちなら

もちろん応募可能です。お気軽にＰＳＣまでお問い合

わせください。（木内）  

「社会的事業者育成科」5月開講！

科目 内容

①社会の動き、要請を知る

②自分の棚卸しと

　想いを明確にする

③専門スキルを身につける

④事業計画と資金計画

⑤起業に向けて準備する

事業計画演習

実習（ＷＳ形式）

パソコン研修

マナー研修

職場体験

事例研究

学
科

実
技

ＮＰＯ・社会的事業の基本的な理解

自己分析と起業への心構え、社会のニーズ

把握・ミッションづくり

情報発信、リーダーシップ、ボランティア･

コーディネート、協働

組織づくり、マネジメント、資金調達、企

画とプレゼン

起業に向けた準備、スケジュール計画

社会的事業起業のための演習（事業計画書

の作成）

習得知識定着のためのワークショップ

基本的なパソコンスキルの習得（ワード・

エクセル・パワーポイント）

社会人としての一般的なビジネスマナー

社会的企業（ＮＰＯを含む）でのインター

ン研修

社会的事業の担当者から実例紹介

パートナーシップ大賞
サポーター募集

第7回
企業・市民・ＮＰＯ　コラボ４００
協働フォーラム開催決定！

　１２：００～１８：００
　（開場１１：３０）

７/１６（金）

名古屋国際会議場４階レセプションホール　
　入場無料、アイデア＆ブース出展費も無料！

カリキュラム概要

企業・市民・ＮＰＯ　コラボ４００
協働フォーラム開催決定！

ＮＰＯ法人　花＊花

住所：名古屋市千種区神田町３１－２０

電話＆ＦＡＸ：０５２－７２１－２５８５

ＵＲＬ http://www.geocities.jp/hanahana200504/

名古屋市地域生活支援事業

　　　（地域活動支援センター、移動支援事業）

主な仕事：弁当工房、ケーキ工房、Ｔシャツ工房、軽作業

●団体データ●

 

パートナーシップ大賞
サポーター募集

第7回
P a r t n e r s h i p  A w a r d

「社会的事業者育成科」5月開講！
 

 

　５月6日から基金訓練として「社会的事業者育成科」

（６ヵ月コース、定員２５名）が始まります。

　社会的事業（ＮＰＯを含む）とは、今日私たちが直面

するさまざまな課題（環境問題、少子高齢化、貧困問

題、介護・福祉など）をビジネスの手法を用いて解決す

る事業のことです。地域社会に役立つ仕事をしたい方が

自分の想いを明確にし、より良い地域社会の実現に向

け、力を発揮していくことを目標としています。

　社会的事業の基本的な考え方から実務・運営（パソコ

ンスキルやビジネスマナーなども含む）、事例研究や職

場体験、事業計画書の作成などを通して、起業・就労

できるレベルを目指します。修了者は、ＰＳＣ認定のパ

ートナーシップ・コーディネーターの資格を取得できま

す。

　3月中旬より受講生を募集し、4月後半に受講生が確

定しました。受講生の方々とＰＳＣの両者にとって実り

の多いものにするべく、準備を進めています！（松橋）

 

　なごや環境大学実行委員会主催講座として「新しい協働アイデア

を探そう！～企業とＮＰＯの協働による環境活動～」（全5回）が５

月からスタートします。

　協働基礎講座「協働って何？」、協働事例の紹介（環境保全分野

やまちづくり分野など）、ワークショップ「協働のアイデア探し」

を行います。５回全てに参加すると、協働に関する基礎から実践ま

でが幅広く学べる構成になっています。先着順ですので、関心のあ

る方はお早目にお申し込みください！（松橋）
　　

　　期間　５月１２日～６月９日の毎週水曜日

               １５:３０～１７:３０（最終回のみ１８:３０まで）

　　場所　池下ピアザ

　　定員　２０名

「企業とNPOの協働による環境活動」
受講生募集中！

 

「企業とNPOの協働による環境活動」
受講生募集中！

　５月２９日（土）１３:３０から、ウィルあいちセミナールーム６にて

２０１０年度定時総会＆講演会を開催します。２００９年度の活動報告と

２０１０年度の事業計画、予算、役員選任などを審議します。総会の後に講

演会と交流会も予定しています。みなさまの出席をお待ちしております。

※詳細は４Ｐ＆同封のチラシをご覧ください

2010年度ＰＳＣ時総会＆講演会のお知らせ

　「２００９年度は『チャレンジ』『試練』『新たな展望が見え

始めた』１年でした。そして２０１０年は、設立して丸12年を迎

え、更なる飛躍が期待される年（岸田代表新年の挨拶より）」で

す。より一層パワーアップした１年となるよう総会に参加いただ

き、みなさまの声をお聞かせください。
　

・日時　２０１０年５月２９日（土）１３:３０～

・場所　ウィルあいち２階　セミナールーム６

　　　　愛知県名古屋市東区上竪杉町１番地

　　　（地下鉄名城線市役所駅下車、２番出口より徒歩約３分）

・プログラム　定時総会　１３:３０～

　　　　　　 ２００９年度活動報告

　　　　　　 ２０１０年度事業計画

　　　　　　 役員改選

　　　　　　講演会「環境の視点からの名古屋のまちづくり－産

　　　　　　　　　　業界・市民との協働に向けて－」（仮題）

　　　　　　　　　　堀越哲美 理事（名古屋工業大学大学院教授）

　　　　　　　　　　＊参加費１０００円（会員無料。当日ご入会も可）

　　　　　　交流会

2010年度ＰＳＣ時総会＆講演会2010年度ＰＳＣ時総会＆講演会

※詳細は同封のチラシをご覧ください

※詳細は、ＰＳＣホームページ（http://www.psc.or.jp）をご覧ください。

① 協働基礎講座「ＮＰＯと企業との協働って何？」「協働で得られる 
    もの/生まれるものは？」
　 講師：ＰＳＣ代表理事 岸田 眞代
 
②「自然エネルギーの活用」で地域エネルギーを高める！
　 講師：ＮＰＯ地域づくり工房　代表理事 傘木 宏夫氏
 
③「合宿教習×グリーンツーリズム」で地域の魅力アップ！
　 講師：㈱高田自動車学校 代表取締役 田村 満氏
 
④「環境の駅（エコステーション）×堆肥化ステーション」で商店街 
    を活性化する！
　 講師：ＮＰＯ法人いびがわミズみずエコステーション 理事 岩間 誠氏
  
⑤ ワークショップ　「協働のアイデアを探そう！」
　 講師：ＰＳＣ代表理事 岸田 眞代

●講座内容●  

行政

NPO

行政企業
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主な活動2010年 3月～4月

４．コンサルティング事業

・保養所コンサルティング（愛知県都市職員共済組合）

・三井住友海上｢NPO喫茶カフェアイリス｣支援

・その他　企業・ＮＰＯ・行政各種相談

５．教育啓発事業

・失業者向け委託訓練｢ＮＰＯ・ソーシャルビジネス科｣（愛知県）　　・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｣

・その他　講師派遣等

６．調査研究事業

・「中小企業における環境・ＣＳR推進のための実態調査」

　（地球環境基金助成金事業）

７．情報受発信事業

・｢ＰＳＣ　Ｒｅｐｏｒｔ｣（奇数月1日発行）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

・行政各種委員としての提言活動・各団体との連携　他

名古屋 9/12（土）14～17 岡崎 9/19（土）9～12
岐阜 9/20（日）午後 刈谷 10/3（土）午後
津 10/4（日）午後

津 11/7（土）午後 名古屋 11/14（土）14～17
岐阜・刈谷11/28（土）午後 岡崎 12/12（土）13～17

名古屋 1/30（土）14～17 刈谷 2/6（土）午後
岐阜 2/20（土） 岡崎 3/6（土）9～12　午後
津 後日決定

◆第1回　企業との協働基礎講座

◆第2回　企画力養成講座

◆第3回　プレゼンテーション力養成講座

活　動　報　告

地域プロデューサーを育成する＜あいち未来塾＞。１期生は県内の各地域をフィールドにグループ活動が本格稼働、２期生はまもなく犬山でのフィールドワーク＆合宿です。（１期生の活動レポートは別項をご覧ください）

　開講３ヵ月目を迎えた２期生は、親睦会を経てすっかり打ち解けたようす。講義の中のワークショップや塾生会運営についての話し合いでは、「課題に対し相互に合意が得られるためには、自分の考えをいかに他者に伝えるかが難しい」「みんな（塾生）のバイタリティに刺激を受ける」と、早くもプロデューサーとしての模擬実践が始まっています。

　それぞれが描くプロデュースを目標に、フィールドワークの下調べ、サブ講義の企画検討へと白熱したムードで進行中です。（下平）
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ＰＳＣ代表岸田の“東へ西へ”

２００９年度　第５回理事会を開催
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主な活動2010年 3月～4月
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　市民・ＮＰＯ向け講座の締めくくりは、岡崎での開催。講師の山崎英夫さんに

「魅力的なプレゼンの極意」を伝授してもらった後、受講者はさっそく、３グル

ープに分かれて協働事業の企画づくりとプレゼン実

践に取り組みました。

　①花を取り入れた暮らし②伝統工芸を子どもたち

に教える③子ども安心安全コンビニの３事業をそれ

ぞれ発表。提案者の熱意が、講師の的確なアドバイ

スによって魅力的な協働アイデアに変身していく様

子に、参加者は確かな手ごたえを感じていました。

参加者１６名。（木内）　

　

　協働コーディネート力アップ講座最終回はＰＳＣ岸田代表が講師を務め、7月

開催の協働フォーラムで協働事業のマッチングを行う“仲人”役の運営委員に対

し、「『協働の場』とは」「ＮＰＯと企業のパートナーシップの３タイプ」「協

働の課題」などを講義。協働コーディネーターとしての役割を再度確認し、実践

するための講座となりました。（山崎）

企業･市民･ＮＰＯコラボ４００　

　２００９年度の最終日ということもあり、年度内完了の各事

業を報告しました。

　新しいしくみで行なうパートナーシップ大賞を中心に、事業

の方向性や事業内容について活発に審議がなされました。

　また、２０１０年度から新体制による事業となる「カフェ・

アイリス」には運営についてのサポートや寄付を、ハローワー

ク基金訓練｢社会的事業者育成科」には受講生紹介等の協力を、

各理事からいただくことになりました。

　新年度の第１回開催は５月１８日の予定です。（村田）ＮＰＯ喫茶 カフェ・アイリス
市民・ＮＰＯ向け講座ＳＴＥＰ３　

プレゼンテーション魅力アップ講座｢効果的なプレゼンへチャレンジ！｣
３／１３　　岡崎市図書館交流プラザ

第３回協働コーディネート力アップ講座
３／１８　　名古屋市役所

２００９年度　主な事業 ２００９年度は、専従スタッフが増え、非常に多くの事業に取り組むこと
ができました。また、パートナーシップ大賞のリニューアル準備が全国の
関係者とともに着実に行われるなど、とても充実した１年となりました。

１.「パートナーシップ大賞」事業
　　１)第７回パートナーシップ大賞

　　　Ｐ賞運営委員会の開催、運営体制の整備、資金調達、他

　　２)事例集の作成（第６回Ｐ賞事例集）

　　　出稿および編集作業　出版日程：2010年５月予定

２.コラボレーション事業
　　１)企業・市民・ＮＰＯ コラボ４００

　　２)あいち未来塾　地域プロデューサー形成事業

　　３)第４回企業＆ＮＰＯ協働アイデアコンテスト

　　４)福祉のまちづくりリーダー養成講座

　　５)協働事業模擬仕分けワークショップ

　　６)協働型環境活動アドバイザー事業

３.コーディネート事業
　　１)コミュニティ･ジョブ支援

　　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)保養所コンサルティング（愛知県都市職員共済組合）

　　２)三井住友海上「ＮＰＯカフェ・アイリス」支援

　　３)ＮＰＯ・企業・行政各種相談等

５.教育啓発事業
　　１)失業者向け委託訓練「ＮＰＯ・ソーシャルビジネス科」

　　２)(株)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」

　　３)その他講師派遣等

６.調査研究事業
　　1)「中小企業における環境・ＣＳＲ推進のための実態調査」

          ～人づくりの観点から～

７.情報受発信事業
　　１)「ＰＳＣ　Ｒｅｐｏｒｔ」の発行 （奇数月1日発行）

　　２)ホームページの運営＆メーリングリストの活用

　　３)各種報告書・ポスター・リーフレット等の発行

８.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）、ウィルあいち（指定管理者の一員

　　として）他

　２００９年度も地球環境基金の助成を受け、中小企業の環境・Ｃ

ＳＲ活動の実態調査を行いました。

　４回開いた調査内容検討会で、名古屋市立大学准教授の香坂玲氏

＆徳山美津江氏、㈱デンソーユニティサービス 顧問でＮＰＯ法人パ

ートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）監事の面高俊文氏と

ともに分析・評価をし、２０１０年３月末

に１５社の先進事例を紹介する「中小企業

の環境経営」（定価１２００円、サンライ

ズ出版）を発刊することができました。

　５月末にはＮＰＯと企業の協働評価「パ

ートナーシップ大賞」のケーススタディ第

６弾も発売予定です。（松本真）
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あいち・子どもＮＰＯセンター学習会講師

サンライズ出版岩根氏来所

あいち未来塾１期生グループ活動成果報告会・卒塾式

おうみ未来塾卒塾式

カフェ・アイリスミーティング＆打ち合わせ

名古屋商工会議所訪問、なごや環境大学幹事会

愛知県実務者会議、カフェ・アイリス運営会議、シニア

ボランティア会議、愛知県都市職員共済組合

コラボ４００市民･ＮＰＯ向け講座ＳＴＥＰ３（岡崎）

保養所研修

宮崎県協働フォーラム（講師）

宮崎市内ＮＰＯ他訪問

コラボ４００･第３回協働コーディネート力アップ講座

&第５回運営委員会

あいち未来塾サブ講義・塾生会（２期生）

保養所月例経営会議、食品衛生責任者講習（カフェ・ア

イリス）

協働ルールブック推進フォーラム

２０１０年度ふるさと雇用事業応募（愛知県就業促進課）

２００９年度ふるさと雇用事業検査・愛知県社会活動推

進課来所、コラボ４００・名古屋市企画調整室来所

第５回ＰＳＣ理事会　　、Ｐ賞運営委員会

社会的事業者育成科・受講申込締切（１次）、三井物産訪問

新茶氏来所

社会的事業者育成科受講者選考会（１次）、ソリマチ（杉

本氏）来所

ＮＰＯ法人会計基準協議会総会（東京）、カフェ･アイリ

スプレオープン

コラボ４００・第６回運営委員会、ＥＰＴ会議

名古屋開府４００年祭総会、カフェ･アイリスオープン

三品氏来所、県社会活動推進課来所

なごや環境大学

富士ゼロックス・名古屋商工会議所訪問（名古屋市と）、

損保ジャパンＣＳＯラーニング説明会

名古屋市交通問題調査会総会

保養所研修、社会的事業者育成科受講申込締切（２次）

２０１０年度ふるさと雇用事業応募（愛知県社会活動推

進課）

社会的事業者育成科受講者選考会（２次）、名古屋市地

域振興課来所

シニアボランティア会議

名古屋市交通問題調査会第3専門部会

あいち未来塾２期生グループ活動計画発表会･運営委員会

保養所月例経営会議

徳重地区会館完成式典

▲第４回企業＆ＮＰＯ協働アイデアコンテスト ▲協働事業模擬仕分けワークショップ

中小企業の環境・ＣＳＲ活動の実態調査

「中小企業の環境経営」を出版！
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　１９９９年からＰＳＣが運営協力しているＮＰＯ喫茶

「カフェ・アイリス」。三井住友海上名古屋ビルの１階

で、同ビルで働く社員や近隣のみなさまにご利用いただ

き、オフィスの一角にあるカフェとして親しまれてきま

した。

　これまで運営してきた「ＮＰＯ法人スペイス２１」が

２０１０年３月末で運営を終了され、新たに障がい者支

援の「社会福祉法人ゆめネット」迎えて生まれ変わりまし

た。４月１２日からの１週間は、オープニング記念と同時

に、年度初めの人事異動や新規採用で名古屋ビル勤務に

なられた方々を歓迎する気持ちを込めて『Ｓｐｒｉｎｇ

歓迎キャンペーン』を実施。ゆめネット特製のケーキや

クッキーなどのスイーツを振る舞いました。

　名古屋市中区錦１丁目、

桜通に面したオフィス街で、

障がいのある若者たちが一

生懸命頑張っています。近

くにお越しの際はぜひ立ち

寄っていただき、くつろぎ

の一杯をお楽しみください。

（水野）

リニューアルオープン！

　「１期生の２年間の学びと経験を、２期生やあいち未来塾に

これから入塾する人に伝えたい」という想いから、塾生の自主

活動として「成果報告書」と「地域プロデューサー読本」を企

画・編集していただきました。「活動の現場体験から生まれた

気づきや知恵、最低限押さえておきたいことをま

とめました。この読本を足がかりに、各期の塾生

の皆さんで読本内容を充実させてもらえたらうれ

しいです」（企画・編集を担当した水野さん、加

藤さん、小森さん）という願いが込められています。

　３月６日（土）、ウィルあいちにて２００９年度あいち未来塾

成果報告会と卒塾式が行われました。成果報告会では、運営委員

の方々から「課題解決の目標を充分に議論すること」「利用者や

地域と共有しながら進めること」などの助言がありました。その

後の卒塾式では、ＰＳＣ岸田代表から「ひとつひとつ壁を乗り越

えていくことが地域プロデューサーとしての成功につながる」と

の挨拶に続き、水谷塾長から「これからは自分を鼓舞して向上さ

せていくことが必要。みなさんの活動が地域の輪として広がって

いくことを期待

している」とお

祝いの言葉をい

ただきました。

塾長からの卒塾

証書の授与に、

塾生のみなさん

の感激もひとし

おでした。

２年間の学びを糧に卒塾

経験から得た財産を伝えたい

　４月も後半に入ると、前年度の仕事の仕上げもそろそろ決着が見えて

きて、むしろ今年度の事業を見通して更なる事業づくりに拍車がかかる

頃である。私たちパートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）も、

もちろん例外ではない。４月に入って次々招集される各種行政の会議な

ども、新年度ならではであろう。

　さて、３月は３日（水）のあいち・子どもＮＰＯセンターでの「ファ

ンドレイジング」の学習会に始まり、６日（土）は初めての「あいち未

来塾」の卒塾式。午前中の成果報告会が終わり、午後には卒塾認定を受

けた１５名の１期生が巣立っていった。翌７日（日）は滋賀県で日高敏

隆塾長の追悼式（２００９年11/14没）と「おうみ未来塾」の卒塾式。

こちらは１０期生である。11日（木）には1年実施してきた保養所の

コンサルの報告に行ったが、担当の交代で２年目はどうなることかと心

配したものの、私たちの取り組みと実績に納得し（１５日研修･２４日

経営会議）、２年目のコンサルの続行が決まった。同日、こちらも４月

から交代が決まったＮＰＯ喫茶（三井住友海上名古屋ビル１階）の運営

団体同士の顔合わせが行われた。

　16日（火）には、宮崎県で初めて講演（協働フォーラム）。新鮮な

内容と受け止めていただき、翌日は宮崎市内のＮＰＯ等をたくさん訪問

させていただいた。２２日（月）はあいち未来塾（２期生）のサブ講

義（リーダー研修）。３１日（水）は第５回ＰＳＣ理事会に続いてＰ賞

運営委員会を開催し、いよいよ「第７回パートナーシップ大賞」に向け

て動き出すことになった。

　４月に入り、「社会的事業者育成科」の事業の取り組みが本格化。２

次に分けて２５名の受講者が決定した。８日（木）はＮＰＯ法人会計基

準協議会総会が東京で行われ、９日（金）には「コラボ４００」の２年

目の事業（７月の協働フォーラム）に向けて運営委員会を開催。１６日

（金）２３日（金）はこれからの１０年に向けての交通問題を考え（名

古屋市）、保養所の２年目は初め

てとも言える大幅なスタッフの異

動を受けてのコンサルの開始となっ

た（１９日研修･２６日経営会議）。

（２０１０.４.２３　岸田眞代）

コミュニティ･ジョブ支援
１日職場体験

▲

保養所研修

▲

　４月２５日（土）、池下ピアザにて２期生のグループ計画発

表会が行われました。

　２期生のグループは「あったかカフェ」（地域住民異世代参

加型のたまり場づくり）、「チームえんむす」（円頓寺・四間

道界隈における地域活動）、「チームＨＡＰＰＹ！パパ」（父

親の子育て参画と地域への居場所作り）の３つ。生活者のひと

りとして、地域の課題に真摯に取り組もうとする塾生のみなさ

んの想いが伝わってきました。（下平）

２期生のグループ活動がスタート！

（２０10年３月４月）


