
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             副理事長 久次米一良 

ＮＰＯも法人である以上、一般的なリスクが存在します。 

活動を永続的なものにする確固たる組織を作るには、日頃 

からこれ等のリスクを認識し対処する事が不可欠です。ま 

た企業や行政機関との協働を一層進めるためには、NPO 

の事業実施能力もさることながら、リスクマネージメント 

を実施しているＮＰＯを選ぶことが企業や行政機関にとっ 

てはリスクを軽減する事になります。 

ＮＰＯには右のような一般的なリスクのほか、ＮＰＯ特有 

のリスクが存在します。 

 

 

◆活動と運営各プロジェクト各事業にまつ

わる活動リスク 

◆組織存続そのものに関わる運営リスク 

◆他団体や行政、企業と協働で事業を実施す

る場合、協働で目標が実現されるのか、それ

を阻害する要因はないか、さらにＮＰＯには

正式に雇用しているボランティアの存在や、

今まで行政が見落としていた事業、「社会を

もっとよくしたい」、「もっとよいサービス

を提供したい」といった目的で始めた事業な

ど、前例がない事業を行なうため、ＮＰＯに

は企業や行政よりも大きなリスクが存在し

ています。 

これらのリスクに対して、守るのではなく前向きな姿勢で取り組むことにより、組織をより

確固としたものに変えて行く必要があると考えています。ひとつ一つ着実に取組み、対策を

講じることにより、長期にわたり地域に貢献できるＮＰＯを目指して努力を続けて行きたい

と思います。

 

ヒト 
サービス利用者、スタッフ、ボランテ

ィア、会員のケガ、組織のマネジメン

トが悪く人材が離れていってしまう、

など 

カネ 
助成金、補助金、会費、サービス対価、
寄付、現金、通帳など大事な財産がな
くなる（盗難）など 

モノ 
活動運営に必要な備品、事務所そのも
の 火事、盗難、など 

情報 
サービス利用者や会員の個人情報、ノ
ウハウ盗難、改ざん、漏えい、など 

信用 ボランティア間、スタッフ間をはじ
め、協働している企業や行政など、信
用を失わない為にいかに自分たちが
行動していくか。訴訟リスク、など 
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市民が助け合い安心して暮らせる共生社会をめざしています 

平成２２年・秋号 
通算７４号 

*リスクとは： 

組織や特定の事業を通じて、組織 

に対して損失を与えうる要素」 

＊リスク・マネジメント 

「効率的かつ効果的な方法でリス 

クに体系的に取り組むこと」発生 

の回避または発生しても最悪の結 

果を招かないようにすること。 



 

介護保険を使う前に 
理事長 村山メイ子         当

法人は２０００年に介護保険制度が始まった時、それまで

の震災ボランティアから徐々に地域住民に寄り添った活

動に移行させ、高齢者の介護予防と自立支援に関する

活動を展開してきました。この１０年間の居場所づくり事業

や生活支援事業など、助け合い活動の取り組みは介護

保険制度を使う前段階で地域の中で、住民のできること

がたくさんあることを実感すると共に、崩壊されたコミュニ

ティの再建にもつながっていきました。 地域でできること

は地域のコミュニティで解決し、いよいよ手に負えなくなっ

たときは専門職のお世話になり、最後は必ず国が看てく

れるという社会保障制度が整えば、永年、誰もが望んでき

た「安心」につながります。 

「ここで暮らせば安心して介護が受けられる」「だからこの

まちに暮らして良かった」と感じられる福祉のまちづくりを

めざし、地域、行政、専門職と NPO 等が共に手を携えて、

私たちの老後の「安心」を築いていくための一助になって

いきたいと微力ながらも東灘地域助け合いネットワークは

考えています。 

支援者研修の報告とお知らせ 

 

9月 4日・25日、10月 2日、計 3回、勇内良太氏を 

講師に招き、法人事務所で生活支援者研修を行いまし

た。今後は質の向上を目指し、研修を義務化させますの

で、前回欠席の方はぜひ出席してください。 

次回は下記の日程です。 

日時：１１月９日（火）午前１０時～１２時 

内容：ハンドブックの説明・質疑応答 

申込締切：１１月６日（土）事務局まで 

ひょうごん福祉ネットの動き 

大きな一歩！          

神戸市長タウンミーティング 
10月 15日午前９時半～11時まで神戸市役所市長室

にてタウンミーティングの機会を設けていただきまし

た。ひょうごん福祉ネットから６団体、合計１５人が出席

し、「介護保険制度外サービス実施調査」とNPO全般

の活動状況について報告しました。次にそれぞれの

団体が現場の生の声を上げ、市長の質問にも答えな

がら意見を述べさせていただきました。 

神戸市長からはストックホルムの事例を出され、国の

やり方を変えるために相当切り込んだ見直しが必要で

あり、市民が互いに分かち合い助け合うことが重要で

あるとのお考えを聞かせていただきました。 

最後にNPOから今後も定期的に行政と NPO（福祉系

以外も含めて）の協議の場があれば等の希望を出し、

意見交換を致しました。 

高齢者地域助け合い支援事業 

神戸市介護保険課より 10 月から１年間の事業を受託

しました。事業の目的はすでに神戸市の福祉団体が

行っている生活支援事業をさらに充実させるために、

高齢者のニーズを把握し、地域と連携して仲間を増

やし、高齢者が安心して暮らせるように 地域住民の

助け合い事業（制度外）を発展させるものです。この

事業は兵庫県重点分野雇用創出事業となっており、 

5名の求職者を雇用しました。 

＊ひょうごん福祉ネットとは 

福祉系団体が情報共有と課題解決を図り、各団体の経営力と質を向

上させ、制度外事業の社会的認知を高める事を目指しています 

10月 23日（土）東灘区 60周年 バースディケーキコンテスト出展 
 

 

 

 

 

 

ベビーマッサージ 

赤ちゃんとおかあさんのスキンシッ

プマッサージ！4 回でワンクールで

す。お子様の体調によりお休みされ

ても大丈夫です。 

毎週月曜：午前 10 時半～11 時半

会費： 4回 2000円 

生 き が い 対 応 型     

ミニデイ（短時間型） 

男性も参加しやすい内容に気を配

り、歌、カラオケ、脳トレゲームなど

皆様のご要望にお応えしています。   

７０歳以上の男性と女性の仲間づくり

サロンです。 

毎週木曜日：午後 1時～3時半 

会費：300円 お茶とお菓子付 

アメリカ人の英会話 

講師のジョアンナ・マリエさんは日

本語もペラペラの陽気なアメリカ人

女性です。 

毎週金曜日：入門編：午後 2時～ 

         中級編：午後 3時～ 

          上級編：午後 4時～ 

月謝：月 4回 2800円（教材別） 

脳トレ健康マージャン 

女性にも男性にも人気で 6 卓が毎

回ほぼ満員です。        

全く初めての方も親切丁寧にお教え

します。 

毎週月曜日：午後 1時～4時半 

会費：1日 300円 

入 賞 4 位 。   

酒造り唄が子供た

ちに引き継がれて

いくことに願いを

込めました。 

 

製作：村山メイ子 

下村 由美 

東灘区制 60 周年 

をクリスマスパ 

ーティでお祝い 

しましよう。 

     

製作：大洞菜秧子 

下村 由美 



 

 

              
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベビーマッサージ 

赤ちゃんとおかあさんのスキンシッ

プマッサージ！4 回でワンクールで

す。お子様の体調によりお休みされ

ても大丈夫です。 

毎週月曜：午前 10 時半～11 時半

会費： 4回 2000円 

生 き が い 対 応 型     

ミニデイ（短時間型） 

男性も参加しやすい内容に気を配

り、歌、カラオケ、脳トレゲームなど

皆様のご要望にお応えしています。   

７０歳以上の男性と女性の仲間づくり

サロンです。 

毎週木曜日：午後 1時～3時半 

会費：300円 お茶とお菓子付 

アメリカ人の英会話 

講師のジョアンナ・マリエさんは日

本語もペラペラの陽気なアメリカ人

女性です。 

毎週金曜日：入門編：午後 2時～ 

         中級編：午後 3時～ 

          上級編：午後 4時～ 

月謝：月 4回 2800円（教材別） 

脳トレ健康マージャン 

女性にも男性にも人気で 6 卓が毎

回ほぼ満員です。        

全く初めての方も親切丁寧にお教え

します。 

毎週月曜日：午後 1時～4時半 

会費：1日 300円 

お歳暮は丸大食品㈱で！ 

お歳暮のご案内を同封しています。お買い上げ金の

５％はＨＮＷに還元していただけるシステムですので皆

様のご協力をお願いいたします。              

年末の大掃除 

平成 22年 12月 2８日(火)午前 9時 30分～12時 30分 

12時 30分～ささやかな慰労会 (要申込・事務局まで) 

年末年始のお休み   

平成 22年 12月 28日（火）～23年 1月５日（水） 

第２弾 ボランティア体験セミナー   

昨年に引き続き、２２年度も行政との協働事業でボランティア体験セミナ

ーがスタートしました（全５回）。４回目の視察ツアーは、マイクロバスを出し

ますのでセミナーに関係なく、参加者を募集しています。 

視察ツアー参加者募集申込は事務局まで 

１１月２０日（土）１０：００～１６：００ 参加費：６００円（昼食付） 

① NPO法人 福祉ネット寿（障害児デイサービス） 

② 社会福祉法人 木の芽福祉会（精神障害者自立支援・就労支援） 

③ NPO法人 てみずの会 （高齢者グループホーム） 

ワンコインフリマ 
12月 5日（日）10：00～14：00 

婦人服・日用雑貨・子ども用

品などお買い得品が満載！ 

10円・50円・100円・500円 

均一価格 

みなさまのお越しをお待ちし

ています。 

 

２２年１１月２７日（土）～２８日（日） 
時 間：１０：００～１５：００ 
場 所：東灘地域助け合いネットワーク 
カルチャー教室の作品展示、住民のみなさまの心のこもった手づく

り品はきっとクリスマスプレゼントに喜ばれることと思います。手づくり

食品多種販売、飲食コーナーでは昼食も召し上がれます。 

ベビーマッサージ 
赤ちゃんとお母さんのスキンシップマッ

サージ！4 回でワンクール。お子様の

体調によりお休みされても大丈夫です. 

毎週月曜：午前 10時半～11時半 

会費： 4回 2000円 

生 き が い 対 応 型     

ミニデイ（短時間型） 
男性も参加しやすい内容に気を配り、

歌、カラオケ、脳トレゲームなど皆様の

ご要望にお応えしています。   

７０歳以上の男性と女性の仲間づくりサ

ロンです。 

毎週木曜日：午後 1時～3時半 

会費：300円 お茶とお菓子付 

アメリカ人の英会話 
講師のジョアンナ・マリーさんは日本語

もペラペラの陽気なアメリカ人女性。 

毎週金曜日：入門編：午後 2時～ 

         中級編：午後 3時～ 

          上級編：午後 4時～ 

月謝：月 4回 2800円（教材別） 

脳トレ健康マージャン 
女性にも男性にも人気で 6卓が毎回ほ

ぼ満員です。全く初めての方も親切丁

寧にお教えします。 

毎週月曜日：午後 1時～4時半 

会費：1日 300円 

セミナー  
園芸療法の効果 
日時：12月４日（土）  

13：30～15：00 

場所：東灘ネットワーク        

講師：鎌田 靖子    

資料代：３００円   

共催：生涯学習塾「めばえ」 

申込：事務局まで 

 

お歳暮は丸大食品㈱で！ 

お歳暮のご案内を同封しています。お買い上げ金の

５％はＨＮＷに還元していただけるシステムですので皆

様のご協力をお願いいたします。              

年末の大掃除 

平成 22年 12月 2８日(火)午前 9時 30分～12時 30分 

12時 30分～ささやかな慰労会 (要申込・事務局まで) 

年末年始のお休み   

平成 22年 12月 28日（火）～23年 1月５日（水） 



 

皆さまのご支援ありがとうございました。（順不同・敬称略）  

（平成 22年 5月 22日～平成 22年 10月 26日） 

正会員（総数２３名） 
村井 俊夫  田中たみ子  久次米一良  古谷 敏郎 

坂井久寿惠  西岡 正男  岸本ちづる  中井 良昌 

芝崎 信子  三上文一郎  元川 幸子  山口 一史 

津田 文惠  下山 克美  谷尻 仁   加賀 秀樹 

笠原 和子  小林 允子  三木 正   日高 隆三 

平沢 時代  小川 秀一  小南 照子 
 

賛助会員（総数３９名） 
中田 幸雄 森口 恒子 橋本 清子 谷川 美子 

 保科 正彦 本田 雄造 東脇 澄男 高下 雪枝 

 中江 育代 中村 久子 三田 貞子 浅野 圭子 

 森  秋津 石川 敦子 圷  光子 渋谷 孟彦 

 松田 正子 金谷 信子 石田 和子 松中 友子 

 小屋 祐司 野瀬 早苗 甲斐 壮平 畑田恵美子 

 福永 節子 柏木 明子 竹下 養子 大竹修四郎 

 谷川 美子 守屋 央子 滝澤 英一 小田垣美穂子 

 田村 幸子 伊藤  晃 中島 和美 喜納 明子 

 島岡 由子 田中 正子 坂本 宣子  

 

新規ボランティア（総数３２名） 
 宮前享一郎 柴谷 忠雄 奥井美智子 片岡 利治 

 上田 正敏 鬼本英太郎 関  忠雄 中田 幸雄 

 越智 美恵 甲斐 壯平 田中 正子 小田垣美穂子 

 柏木 範繁 三木 正  大北 浩人 大川久美子 

  森  秋津 浅野 圭子 中江 育代 石田 和子 

 坂井久寿恵 てみずの会 渋谷 孟彦 金谷 信子 

 村上 直子 日髙 隆三 菊崎 経平 笠野 ユリ 

 伊東 晃世 坂本 宮子 石垣 貴都  

ジョアンナ・マリー・コンバテ 

 

寄 付 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （バザー用品提供者） 
有城 喜代美 森口 恒子 高橋 キミ子 親家 千寓美 

八木 南子 冨田 あけみ 池田 宏子 浦野 節子 

野中 幸子 山下 由美子 前川 奈美 福田 尚子 

山下 やよ子 木下 葉子 藤原 重子 菅原 千恵子 

羽井佐緋小夜 村上 直子 佐久間 佳子 窪田 圭子 

三好 祟子 多田 正一 中村 寿美 一原 明子 

田 弘子 堀内 順子 中村 久子 楠谷 千秋 

森田 智津子 松本 照子 木下 光子 内藤 美朝子 

桐野 明子 石田 和子 吉澤 令子 藤原 君江 

畑山 とし子 安江 奈知子 菊本 澄子 太田 吉昭 

中村 知子 安居 秀子 中川 裕子 雪木 典子 

小池 由紀子 みのだ ひろみ 江口 順子 高下 雪江 

水野 歌子 伊藤 修三 藤原 美津子 山根 タカ子 

米谷 優花 奥田 みどり 伊藤 美栄子 吉永 牧子 

髙田 智子 高橋 芳子 吉川 眸子 横山 恵子 

田近 雅 山口 喜代子 殿山 順子 木村 弘利 

山本 けい 遊川 健三 土井 雪江 塚本 美智子 

武田 裕美 池本 芳免 内原 正一 山崎 末子 

西村 ハナ 高橋 浩美 寺西 栄子 村井 三紀子 

村井 三喜子 岩本 佳成子 華田 千恵子 泉 菅子 

土居 克子 谷川 哲子 島本 みゆき 石川 純子 

杉本 光代 荒川 心夕美 山崎 英津子 藤井 久子 

立石 栄子 塚本 文子 上農 義人 田原 ムメノ 

小池 智恵子 村松 和枝 高橋 桂子 柴田 田子 

瀧川 宏子 堀内 英子 安井 秀子 河竹 理加 

境 みどり 利倉 郡 上田 朋子 横瀬 豊司 

長谷 数成 新井 真理子 村山 メイ子 杉本 清江 

土居 尚 山同 トシ枝 後藤 あや 岡山 恵 

大西 やえ子 高山 雅子 金川 千代 中嶋 真理 

坂本 嘉久 土居 瑞子 甲婆 由美子 村上 善子 

川畑 チエ子 岸 三智子 貴志 久美子 大澤 隆子 

今井 美智子 長谷川 幸枝 村上 仁志 清原 幸子 

田中 弘子 塩川 きよこ 遊川 寿子 眞砂 和子 

丸田 さちえ 山田 直子 井上 知子 松本 洋子 

西澤 くみ 冨畑 裕子 空 純子 本足 嘉子 

古川 祥子 下村 由美 佐藤 信子 上谷 朋子 

村田 麻矢 米谷 幸子 鈴木 千寿 春木 直也 

長尾 牧子 髙井 員代 橋本 佳代子 前島 須見 

大岩 光江 茜 恵孝 西谷 真稚子 石垣 明貴杞 

有谷 真弓 福田 のり子 横田 満代 山路 喜代子 

玉川 さと子 柏木 明子 玉田 正子 田島 喜代子 

古淵 キヨ子 河野 ちづ子 松井 俊夫 雪本 典子 

吉岡 ゆかり 根鴻 穣子 本田 笑美子 宵谷 恵子 

荒谷 美代子 工藤 啓子 池袋 順子 中島 とみ子 

植上 貴子 角田 厚子 岩崎 隆子 笠野 ユリ 

青柳 新 山門 まり 御堂 敏子 廣岡 勇 

松本 寿子 新谷 康雄 森脇 恵子 岩城 めぐみ 

外山 まゆみ 藤原 美智恵 貴志 直美 杉本 立子 

井田 陽子 土居 尚 納 文子 中西 律子 

前田 幸子 垣浦 正子 島田 かおる 菊地 朋子 

日下田 智寿 柏木 浩 山田 麻子 古川 清子 

平田 宗代子 村田 美鈴 岡本 裕佳里 村澤 修子 

田村 芙美子 実積 達雄    レディスクリニックヨコヤマ 

郡家幼稚園    神戸市重度心身障害児（者）父母の会東灘支部 

 

関  尚 石垣 明貴杞 丸大食品 加納 秀則 

あなたも会員となって支えてください！ 

私たちは高齢者・障害者の自立支援や生きがいづくりを 

目指しています。活動の趣旨にご賛同いただき、ぜひ 

資金面でのご支援をお願い申し上げます。 
 

年会費： 正 会 員 (個人) 1口 5,000円 

 賛助会員 (個人) 1口 2,000円 

  (団体) 1口 10,000円 

振込先： 郵便局   

 振替口座番号 01140-9-88648 

名 称： 東灘地域助け合いネットワーク 
 

〒658-0046  

神戸市東灘区御影本町 6-15-17 御影旨水館 

TEL ： 078-843-4029  FAX ： 078-842-2907  

午前 10時～午後 5時 （日・水 休み） 
URL ： http://homepage3.nifty.com/kobetasukeai/ 

Mail ： kobetasukeai@nifty.com  

発行責任者 ： 村山メイ子 

mailto:kobetasukeai@nifty.com



