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Vol.95発行にあたって

　桜前線が北に移ったあとは、萌え出る若葉とチューリップや
つつじなど色鮮やかな花たちが日本の四季を彩っています。そ
の恵みに感謝しながら、私たちは新たな年度に向き合ってい
るところです。皆さまのところはいかがでしょうか。
　新たな事務所で心も新たに、今できる私たちの「精一杯」を
どう形にしていくのか ―。 20年前のNPOに出合った頃の自分で
もなく、10年前のパートナーシップ・サポートセンターでもな
い、「今」に向き合いつつ、「これから」を考える私たち自身のあ
り方、そして事業。
　「次」を考える中で見えてきたものは、まさにこれまで自ら蓄
えてきたものに正当な評価を与え、「価値」として表に出してい
くことに他なりませんでした。
　これからその作業が始まります。これまで見えていそうで見
えていなかったものを、若い人を巻き込みながら「見える化」し
ていくのです。それはきっと楽しい作業になりそうです。不安以
上のわくわくの予感です。
　いったい何のこと？と思われるでしょう。気になった方は・・・
パートナーシップ・サポートセンターにお問い合わせを。この
PSCレポートの中にもしかしたらそのヒントがあるかも知れま
せんよ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年4月吉日
　　特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター
  　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　岸田眞代

　町なかでは新生活のスタートを迎える新入生や新社会人た
ちの初 し々い姿を目にすることが多くなってきましたが、PSCも
新しい年度がスタートしています。今年度は事務所の移転や新
しいスタッフの加入もあり、事務局一同、例年にも増してフレッ
シュな気持ちでスタートを切っています。

 さて、「市民活動としてのNPO」「NPOと企業の協働を推進する
組織」としてのパートナーシップ・サポートセンターとは何かと
いう原点に立ち返った2013年度。2014年度は昨年度に蓄えた
エネルギーをもとに、次の社会を見据えたPSCならではの活動
にリソースを集中させる方針で、事業計画を検討中です。

■2014年度の基本方針
　「PSC中期ビジョン５つの事業戦略」をベースとしつつ、「協

2014年度PSC基本方針について

働」を基盤とした事業展開を行い、委託に依存しない運営を目
指していきます。その中でも、「社会課題解決の場としての『協
働』の推進」、「次の社会に受け継ぐべき『協働』への展開」を基
本方針として、４分野へのリソースの集中を行います。
 

■各事業の方針
【パートナーシップ大賞事業】
　「社会課題の解決の場としての『協働』」をより広く深く推進
させ、次の社会へ受け継いでいくためのステージへと展開す
ることを目指し、2015年2月下旬に第11回日本パートナーシッ
プ大賞を東京で開催する予定。今後も継続して運営できる体
制構築に向けた新たなチャレンジが進行中です。
【教育啓発事業】
　前年度に安城市で実施した職員研修＆市民研修をベース
に「協働コーディネーター養成講座」を行政や生涯学習を実施
している大学などへ展開する予定。この講座を通じて、さまざ
まな地域で協働推進を担い、地域の中心となって社会課題解
決を担うことができる人材育成を目指します。
【コンサルティング事業】
　中小企業の活力向上を支援するためのCSRコンサルティン
グを引き続き展開するほか、パートナーシップ大賞の蓄積デ
ータやネットワークを活かした「NPOと企業の協働」を推進す
るための新たなコンサルティングの展開を目指します。
【調査研究事業】
　これまでに過去10回実施したパートナーシップ大賞やその
他の事業によって、PSCに蓄積された協働事例は約300事例。
昨年度から引き続き、その協働事例の調査研究を大学研究室
と共同で行う予定。現状の把握、そして今後の展開を見据えた
調査研究を行い、次の社会に向けた協働の理論を構築するこ
とを目指します。

「PSC中期ビジョン5つの事業戦略」をベースとしつつ、
「協働」を基盤とした事業展開を行い、委託に依存しない運営を目指す

○社会課題の場としての「協働」の推進
○次の社会に受け継ぐべき「協働」への展開

下記の４分野へのリソースの集中を行う

パートナーシップ
大賞事業
第11回P賞

調査研究事業
P賞蓄積データの最大活用（協働事例分析他）

教育啓発事業

協働コーディネーター
養成講座

コンサルティング
事業

CSRコンサル
協働コンサル
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株式会社モリトーさんのご紹介

　株式会社モリトーは、『安・楽・満』の企業理念のもと、安心
と楽・楽しみと満足を福祉用具を通してご提供することで、安
らぎと楽しみを満喫できる社会の実現を目指しています。
　医療機器商社として創業し今年で76年目となり、20年ほど
前から、介護リフト「つるベー」をはじめとした福祉機器メーカ
ーとして、活動しております。ベッド、お風呂、玄関、トイレ等で
の移動・移乗をサポートする介護リフトや立ち上がりや歩行

　昨年末から3回にわたり、（N）福祉サポートセンターさわや
か愛知さんにて、「移座えもんシート」の体験講習を行いまし
た。90名ほどのヘル
パーさんが参加。介護
用ベッドは、背を起こす
と体が下がってきます。
今までは、人力で「えい、
やっ！」と頭側に引っ張
り上げる動作でしたが、
腰に負担がかかります。
「移座えもんシート」を使うとまさに魔法のように動くので、参
加者の方はみなさん驚かれていました。少しでも介護者の負
担が少なくなるよう、シートの普及を願っています。 
 

 今年度の研修テーマは「腰痛予防～持ち上げない介護～」。
モリトーさんの熱い実技講習に参加者からは、「ワァ～すご
い！」「へぇ～～」との声。スライディングシートを初めて体験し
た方も多かったようです。介護現場では大きなビニール袋な
どを敷いて上方移動を行ったりしていますが、移座えもんシー
トを使うと、いとも簡単に動いてしまうので、「使いこなせたら
いいよねぇ～」との声があがるほど。それぞれの利用者様に合
わせて、加減しながら使うことができるようにしていきたいで
すネ。現在、追加講習～STEP UP編～の開催を検討中です。

株式会社モリトー
住所　愛知県一宮市東島町3-36
　　　(営業所：東京・大阪・福岡・札幌・岡山)
連絡先　0120-65-2525（ろーご・にこにこ）
URL 　 http://www.moritoh.co.jp　
事業内容　
　福祉用具・リハビリ機
　器製造販売、  福祉用
　具貸与、  医療機器販
　売

会員データ

NPO喫茶支援

カフェ・アイリスより

　カフェ・アイリスでは、知的障がいのある仲間たちが働く訓
練をしながら、日々喫茶業務に取り組んでいます。
　困難は多々ありましたが、気がつけば私ども社会福祉法人
ゆめネットが運営させていただくようになってから、この４月
で5年目を迎えました。オフィスビルの1Ｆ、三井住友海上様
の社員の方が多数来店してくださる中、はじめは緊張した様
子でしたが、今ではドリンクをテキパキと運び、お客様と笑顔
で話をして、レジもできるようになり・・・見違えるように多くの
仕事をこなしています。
　また、アイリスの活動が企業様に評価され、１年半後には
カフェ＆バーしらかわの運営も始まり、仲間たちにとってもあ
こがれの職場になっています。

　PSCでは、1999年から企業内NPO喫茶「カフェ・アイリス」の
運営支援を行っています。桜通り沿い、名古屋国際センター近
くの三井住友海上名古屋ビル（名古屋市中区錦1-2-1）１階に
ある喫茶です。こちらの運営をお願いしている社会福祉法人
ゆめネットさんに近況をお寄せいただきました。（水野）

　PSCでは昨年度、新しく会員となっていただいた㈱モリトー
さん（介護現場を支える福祉機器のメーカーで販売・レンタル
も手掛ける）と、（N）福祉サポートセンター さわやか愛知さん
（大府市）の協働をコーディネートさせていただきました。
　PSCを含めた三者による検討会を行いながら、11月20日
（水）、12月20日（金）、2月28日（金）の3回にわたり、㈱モリトー
さんの介護製品を使った介護セミナーの開催を支援させて
いただきました。
　今回はそのセミナーの模様を㈱モリトーの長谷川さんと（N）
福祉サポートセンターさわやか愛知の末岡さんからお寄せい
ただきましたので紹介させていただきます。（山崎）

コーディネート事業の新規事例
ご紹介

(株)モリトー 長谷川さんより

（N）福祉サポートセンターさわやか愛知 
　　　　　　　研修担当の末岡さんより

を支援するロボット「POPO」、
また、車に安全に乗降でき
る車搭載型リフト「N-Lift」は
 N-BOXのオプションとして
HONDAから発売しています。
　医療・介護の現場では、ベ
ッドから車いすへの移乗介助
などで、介護者が腰痛を起こ
すケースが社会問題となっ
ています。私たちは移動・移
乗・歩行機器(福祉用具)を通じで、安全・安心の介護環境の実
現を目指しています。
　最近では、「移座えもんシート」というスライディングシート(筒
状になった滑る布)で、寝返りやベッド上での体のズレの修正
が簡単にでき、劇的に楽になる「移座えもんシートの使い方」
講習を実施し、介護でお困りの方に安心の介護技術をお届け
するサポートをしています。
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PSC代表岸田の“東へ西へ”（2014年3月～4月）

　2012年度、2013年度と大好評だったSAVE JAPANプロジェ
クトが、本年度も始まります！この事業は、全国各地の環境団
体×全国の支援センター×日本NPOセンター、損保ジャパン・
日本興亜損保が協働で実施しています。
　講師は、昨年度に引き続き、森林インストラクター会“愛”、都
市の自然のモノサシ研究会の２団体。9～10月頃に、名古屋
市内の公園で環境プログラムを計３回開催する予定です。
　身近な自然に触れることで環境について興味を持ち、今後
環境活動に関わるきっかけとなるように、楽しく参加しやすい
プログラムを現在計画中です。
　今年は２団体合同のプログラムも予定しています。詳細は
決まり次第お知らせします！どうぞお楽しみに！！（松橋）

SAVE JAPAN プロジェクト
今年も始まります！

SAVE JAPANプロジェクト

　３月。2005年に移転してから9年間お世話になった事務所
を、3/4（火）同じビル内ではあるもののスタッフ数に合わせて
4階から2階へと引っ越し。しばらくは4階と２階を行ったり来た
りが続いた。
　3/7（金）は滋賀県守山市へ。I印刷会社初のCSRセミナーで
講演（「企業と地域が伸びる　企業とNPOの協働」）。社長以下
多くの社員たちが、招待した取引先とともに熱心に耳を傾け
てくれた。3/10（月）には春日井市の市民らがこぞって相談に来
所。4月にも具体化を求めて再
び相談に。3/13（木）、今年初の
真誠CSR委員会（第21回）。いよ
いよ自立を目指す4年目の支援
となる。3/16（日）、日本NPO学
会第16回年次大会に8期の理
事として参加（関西大学）。
 3/18（火）、電力会社から環境懇談会の委員継続要請。原発再
稼働に向けての微妙な動きの中で、自分の姿勢をあえて表明
した上での要請であった。 　
　3/19（水）には東京からCulture Times米田氏が来所。「パー
トナーシップ大賞」を担いたいと申し出てくれた若者のひとり
として期待は大。3/20（木）には「ひょうごボランタリー地域づく
りネットワーク会議2014」基調講演のため神戸へ。ちょうど10
年ぶりの講演となった。翌3/21（金祝）はなごや環境大学の共
育ゼミ報告会に、ゼミ担当の実行委員として5団体の成果を聞
く。3/27（木）はPSC第5回理事会。
　4月。これでいったい何年目になったのだろうか？10数年続
いているガス会社の3日間の新入社員研修から始まった。4/9
（水）には訪問者が相次ぎ、企業、市民、中間支援団体と、バラ
エティに富む人たちが次々と複数で訪れ事務所はいっぱい。
4/12（土）はおうみ未来塾でアドバイザーをご一緒している（P
賞審査員としてご協力いただいたこともある）藤井絢子さんの
「平成25年度地域づ
くり総務大臣表彰」
で大賞を受賞したお
祝いの会に出席する
ため滋賀県大津へ。
　4/17（木）、上記米
田氏のお骨折りで日経新聞のインタビューを受けることになり、
午前には東京の日経本社へ。新聞掲載とともに、6月には日経
主催のCSRセミナーの開催も約束してくれた。午後から日本
NPOセンターのCEO会議に出席。中間支援組織における人材
育成をテーマに話し合った。翌4/18（金）は引き続きCEO会議
で３時までNPOの税に関する動向等について検討。終了後、
第11回P賞開催について、日本NPOセンターとキックオフミー
ティング。ようやく継続に向けて具体的な見通しが立ったのは
大きな成果。
　4/23（水）は岐阜県美濃加茂市の委員会初参加。日本一若い
市長と懇談。4/24（木）は第22回真誠CSR委員会。4/29（火祝）
にはおうみ未来塾13期の入塾選考の予定。
　　　　　　　　　　　　　　　　（2014.4.24　岸田眞代）

人材育成講座の卒業生は今･･･

　PSCが2011～2012年に開催した人材育成講座「社会的事
業コーデイネーター養成科（一期・二期）」。100日間の講座を
修了し、その後どんな活動をされているのか、卒業生のお一
人にご報告いただきました。（山崎）

　私は受講中に、ひきこもり支援相談士認定協議会愛知支部 
「こもれび あいち」という団体を立ち上げました。その団体の
活動は、「ひきこもり支援相談士」の資格取得とその後の活動
の支援、社会適応が困難な若者たちへの訪問支援を主として
います。
　人材育成講座での知識と、修了後にPSCシニアボランティア
（会議）の一員としていろいろな協働事業を
間近に見てきた経験は、私の充実した
「第二の人生の場」をつくる大きな原動
力となっています。
　PSCで学んだ「新しい視点」は、私に
「社会から得て、社会に還元する」という
ことを、改めて教えてくれています。
　私は、趣味の家庭菜園と年金生活者の社会貢献活動を、気
負うことなく両立させ、「あたりまえの老後生活」をゆったりと
続けて行きたいと思っています。

井上時彦さん（二期生 2012年3月16日修了）

　何年経っても、今の様に笑顔で楽しく仕事する仲間たちの
姿が見られることを期待して、今日も働く私たちです。

　　　　　　　　　　　社会福祉法人ゆめネット
　　　　　　　　　　　カフェ・アイリス　店長　井川靖子
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主な活動2014年3月～4月主な活動2014年3月～4月

　

ピックアップ

編集後記

３/４（火）
３/６（木）
３/７（金）

３/８（土）
３/10（月）
３/13（木）

３/16（日）
３/17（月）
３/18（火）
３/19（水）
３/20（木）

３/21（金）
３/24（月）
３/25（火）
３/26（水）
３/27（木）
３/28（金）
３/31（月）

４/２（水）
４/４（金）
４/９（水）

４/12（土）
４/17（木）

４/18（金）

４/21（月）
４/23（水）
４/24（木）
４/25（金）
４/28（月）
４/29（火）
４/30（水）

事務所移転
定例事務局MTG
アインズ(株)CSRセミナー講演「企業と地域が伸びる
企業とNPOの協働」
EPTとことんトーク
春日井市民の会来所
真誠CSR委員会㉑
第8回協働アイデアコンテスト「フォローアップ」
日本NPO学会第16回年次大会＆理事会（関西大学）
豊明市協働推進委員会⑤
中部電力来所、マイスタージャパン来所
Culture Times米田氏来所
「ひょうごボランタリー地域づくりネットワーク会議
2014」 基調講演（神戸）
なごや環境大学共育ゼミ報告会
愛知県協働ルールブック推進フォーラム
ボタンCafé運営会議
カフェ・アイリス運営会議
第5回理事会、SV会議
なごや環境大学幹事会
定例事務局MTG

サーラ新入社員研修（～4日）
(株)サーラCSR担当者との打合せ他
モリトー、春日井市民の会、(N)地域の未来・志援セン
ター来所
藤井絢子氏お祝いの会（滋賀・大津）
CEO会議（～18日、東京）、カフェ・アイリス運営会議、
SV会議、日経新聞インタビュー（東京）
CSOラーニング説明会
第11回P賞開催に向けた企画会議（東京）
2014年度豊明市協働推進委員会①
美濃加茂市委員会
真誠CSR委員会㉒、愛知県市町村NPO担当者会議
なごや環境大学幹事会、ボタンCafé運営会議
定例事務局MTG
おうみ未来塾入塾選考
尾張旭市市民活動助成事業候補選定会議

PSC会員の皆様へ

2014年度 PSC定時総会＆講演会のご案内

新しく事務局スタッフとなりました！

　新年度が始まりましたが皆さまいかがお過ごしですか。定時
総会の時期になりました。同封の出欠ハガキにて「出席」「欠席」
をご記入の上、5月11日（日）必着で事務局までお送りください。
皆さまのご参加を、お待ちしています。
　講演会のみ、懇親会のみのご参加も歓迎です！お誘い合わせ
の上、ぜひご参加ください！！

■日時 2014年5月24日（土） 受付13：30～　開会14：00～
■会場 ウィルあいち 3F 会議室5
■当日スケジュール
　14:00～ 定時総会
　　・2013年度事業報告・決算報告
　　・2014年度事業計画・予算審議
　　・その他　

　15:30～ 講演会
　　「NPOのマネジメント」
　　パートナーシップ・サポートセンター監事　面高 俊文氏
　　参加費1,000円　PSC会員無料（当日ご入会の方は無料）

　17:00～ 懇親会
　　会場：ドン・アントニオ（予定）  参加費：4,000円

　パートナーシップ・サポートセンターでは、メーリングリスト
を利用して、会員向けの情報配信を行っています。
　PSCの行事のご案内や、会員の企業さん・NPOさんの情報
なども、今後積極的に配信していきたいと考えています。会員
の皆さんと共有したい情報がありましたら、事務局までご連
絡ください。また、PSC会員の方でメールアドレスの登録がお
済みでない方は、事務局までお知らせ下さい。
　お問い合わせは、info@psc.or.jpまで。

　みなさん、はじめまして！
この4月から新しく事務局スタッフとなりま
した根本典子（よしこ）と申します。
　私は福岡生まれ、関西育ちの34歳です。
昨年の夏、初めて名古屋に引っ越してきました。縁あって、昨秋
からボランティアスタッフとして関わらせていただく中で、PSC
の理念に深く共感し、一緒に活動に取り組みたいという想いを
強く持つようになりました。前職はマーケティング・リサーチの
専門会社でマーケター&リサーチャーとして従事していました。
そこで培ったノウハウも活かしながら、枠にとらわれず、社会や
地域に貢献できる人材になりたいと思っています。
　まだまだNPOのことを知らない初心者ですので、皆さんから
ご教授頂きたいこともたくさんあります。どうぞ、ご指導ご鞭撻
のほど、宜しくお願い申し上げます！

　PSCでは事務局業務を一緒にお手伝いいただけるボランテ
ィアスタッフを募集しています。できる時に、できるだけ、でけっ
こうです。あなたの力を貸してください！
【内容】 
　広報、郵便物の発送作業、様々な原稿の校正作業、講座・
　イベントのお手伝い、その他簡単なパソコン作業など
【時間】 
　1日4時間以上。交通費は実費支給。（1日850円まで）
【応募方法】 
　電話（052-762-0401）かメール（info@psc.or.jp）で
　ご連絡下さい。

PSC事務局ではボランティアスタッフを
募集しています。

初めての名古屋での春を迎えました。近所の山崎側の桜がと
ても綺麗で感激しました！（根本）

八十八夜をむかえ、新茶が楽しみな時期になりました！つい甘
いものに手が伸びますネ…笑（松橋）

新しい事務所は陽が当たらないので４月に入ってもとても寒
い。太陽の力ってすごいな、を実感したこの春。（水野）

暖かくなってきましたね。新年度になりちょっぴり事務局体制
も変わり心機一転。どうぞよろしくお願いします～。（山崎）


