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                                                                     222000111555 年年年春春春号号号   
                                                                  神奈川県横浜市中区南仲通 3-30 

                                          特定非営利活動法人 

                                         コーポレートガバナンス協会 
 難病や障がいを持つ子どもや親を支援する 

第第第 111666 回回回北北北川川川奨奨奨励励励賞賞賞   
・平成 27 年 3 月に贈呈式・活動発表会を開催 

・25 都道府県・56 団体の応募から 8 団体が受賞 

 

 

「第 16 回北川奨励賞贈呈式・活動発表会」について、3 月 25 日(水)15 時から東京都千代

田区エッサム神田ホール（東京都千代田区神田鍛治町 3-2-2）において開催されました。 

 当日は当協会の理事・監事をはじめご招待者を含め 23 名が参加しました。 

 また、当日の 14 時から 15 時まで開催に先立ち北川奨励賞の選考委員と受賞団体の

方々が懇談会を開催し、各団体から現況の報告などをして頂き、選考委員からもそれぞ

れの立場からの活動に対して励ましや思いなどを話され相互に理解を深めることができま

した。 
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今年度の北川奨励賞は、平成 26年 12月 1日より当協会のホームページに掲載するとともに、「全国

の都道府県社会福祉協議会や政令指定都市の社会福祉協議会」をはじめ「日本難病･疾病団体協議会や

地域の難病連および各県にある県難病相談支援センター」、さらに日本財団の CANPAN を通じて応募を

呼びかけました。また、贈呈式の前に奨励賞の選考委員と受賞団体の懇談を行い意見の交換を行うこと

ができました。さまざまな角度から支援活動に対するご意見など頂き勉強させて頂くとともに大変有意

義な時間を共有することができました。参加されました関係者各位皆様にはご多忙な中、貴重な御話を

頂きまして改めましてお礼を申し上げます。また、贈呈式では当協会の理事・監事をはじめこうした活

動にご理解のある方を別にご招待しました。参加されました方々に対し御礼を申し上げます。今回、北

は北海道から南は沖縄県まで全国 25都道府県（昨年は 25都道府県）から 56団体（昨年は 54団体）の

応募がありました。北川奨励賞の認知度が広がったという実感と、応募告知にご協力頂きました各都道

府県や政令都市の社会福祉協議会や日本難病･疾病団体協議会や地域の難病連および各県にある県難病

相談支援センターなど関係の皆様に、あらためまして感謝申し上げます。 

選考委員会の先生方のご尽力によりその中から 8団体の受賞を決定しました。 

今回の贈呈団体８団体を加え、これまでに北川奨励賞を受賞した団体は延べ 106 団体となりました。 

また、今回の受賞にはいたりませんでしたが、二次選考に残った 22 の団体について、当協会として

他の皆様に対しこれらへ助成の支援を呼び掛けることといたしました。つきましては最後に謹んで掲載

させて頂きます。ぜひとも、皆様のご支援・ご援助をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

  

  

  

北川奨励賞の選考委員と受賞団体の皆様です。（左から） 
西脇由枝 埼玉県立大学教授、大貫啓行 麗澤大学名誉教授、中村千穂 ハイリハキッズ代表、

赤松隆滋 そらいろプロジェクト京都理事長、皆河える子 福祉ネット「ナナの家」理事長、 
北川淳治コーポレートガバナンス協会理事長、真隅潔 オンパル理事長、秋山洋 国立小児病院

名誉院長、日高大輔 すまいるん理事、吉迫由美 千曲環境市民会議担当、千年正樹 TIS 株式

会社顧問、早川麻由美 ママもっと笑って理事長 
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第第 1166 回回北北川川奨奨励励賞賞・・受受賞賞団団体体一一覧覧  

高高次次脳脳機機能能障障害害のの子子どどももをを持持つつ家家族族会会ハハイイリリイイキキッッズズ  ((東東京京都都))  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  ババリリアアフフリリーーセセンンタターー・・福福祉祉ネネツツトト「「ナナナナのの家家」」((東東京京都都))  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  千千曲曲環環境境市市民民会会議議              ((長長野野県県))      

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  ママママももっっとと笑笑っってて                  （（静静岡岡県県））  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  そそららいいろろププロロジジェェククトト京京都都        （（京京都都府府））  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  OOnnPPaall((オオンンパパルル))                  ((福福岡岡県県))  

すすままいいるるんん                                                  （（福福岡岡県県））  

奄奄美美ききつつおおんんカカフフェェ                                          （（鹿鹿児児島島県県））  

■■  受受賞賞団団体体活活動動発発表表会会  
 各受賞団体の皆様より、活動報告が行われました。各団体の紹介とパワーポイントによる報告の一部を掲

載させて頂きます。 

  

                               

 

高次脳機能障害者に関する家族の会として、二か月に 1回の定例会開催、啓発活動等の実施しています。

また日本脳外傷友の会のメーリングリストの仲間のあつまりの総称「キッズネットワーク」(全国に 9

団体)として、宿泊イベント開催を予定しています。 

 平成 27 年 9 月に国立オリンピック記念青少年総合センターでの宿泊イベントについて、参加者・支援スタ 

ッフ・学生ボラティアの参加のもと講演会費用や交通費等について助成を希望されました。 

 

高高次次脳脳機機能能障障害害のの子子どどももをを持持つつ家家族族会会ハハイイリリイイキキッッズズ  代代表表  中中村村  千千穂穂  様     
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ハイリハキッズ

• ２００７年１月 発足
• 鈴木勉氏（言語聴覚士）が立ちあげ、代表となる

２０１０年～ 代表 中村千穂

• 支援機関 千葉リハビリテーションセンター
• 二ヶ月に一度、例会を開催
• 参加家族数 ２３

うち５名はＯＢ会員（保育、親の話し合い担当）

・日本脳外傷友の会、東京都高次脳機能障害協議会（ＴＫＫ）に
加入

・2013年日本脳外傷友の会において子どもの支援に力を入れて
いる家族会世話人で「キッズネットワーク」を発足。
メーリングリストで情報交換、宿泊イベント

   

キッズネットワーク

• 北海道 コロポックル

• 岩手 イーハトーブ

• 茨木 子ザルの会

• 東京 ハイリハキッズ

ハイリハジュニア

• 神奈川 アトムの会

• 愛知 みずほキッズプラス

• 富山 高志キッズ

• 広島 シェイキングキッズ

 

 

親の話し合い

・2時間の話し合い

・支援スタッフ 千葉リハビリテーションセンターの先生
方

高次脳機能障害支援アドバイザー 太田令子氏
高次脳機能障害支援センター センター長 大塚恵美子氏
リハ療法部主任言語聴覚士 廣瀬綾奈氏

・情報交換、お知らせ（講演会、書籍、ハイリハジュニア、キッズネッ
ト活動報告）

・近況報告
・一人ずつ話すが、他の家族が話している時に夫婦で話し合う、隣の母
親と話したりと気楽な雰囲気
・支援スタッフ、先輩ママからアドバイス

   

助成金の計画

助成金金額 30万円

『キッズネットワーク宿泊イベント２０１５』

日時・９月２１日、２２日

場所・国立オリンピック記念青少年総合センター

参加人数・５０名

参加者・当事者・家族・専門職・学生ボランティア

活動内容 親 太田令子氏・保護者による講演会

子ども 保育活動

 

 

 

  
 
 
 
 

発達支援事業として「こどもデイサービス」ならびに交流事業として「年 4 回の多摩川

乗馬会」を開催しています。また狛江市の委託で緊急一時保護事業も実施しています。 

2015年 4月に世田谷区喜多見に重度心身障害者の「こどもデイサービス」を開所する予

定であり、この事業についての広報活動費用について助成を希望されました。 

 

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  ババリリアアフフリリーーセセンンタターー・・福福祉祉ネネツツトト「「ナナナナのの家家」」              

理理事事長長  皆皆河河  ええるる子子  様様 
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団体の目的

   

特定非営利活動法人バリアフリーセンター
「ナナの家」について

 
 

重症心身障害児
こどもデイサービスかのんについて

  

助成金の使用計画
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千曲市の環境保全の実践活動を行っている団体。また夏冬にスターウォッチングという

星空観察会を開催し、光害防止(不要な電灯を消して省エネ活動)の意識向上を行ってます。 

※2006年に千曲市が環境基本計画を策定し、その実現をするため当団体が設立され各種

プロジェクトの実践や点検活動を行い、市民に計画の実践が見えるようにしている。 

一昨年から移動プラネタリウムのオリジナル番組を作成して市内の養護学校で投影。 

障がい児親子の癒しになるので楽しんでもらいたく、デジタリウムレンタル料やエアド

ームレンタル料、技師旅費や番組作成費について助成を希望されました。 

 

 
  

21

特定非営利活動法人
千曲市環境市民会議

所在地 長野県千曲市

設立 1011年11月

代表理事 柿崎 久

発表者 吉迫 由美

きれいな星空プロジェクト
～養護学校でプラネタリウム投影～

  

星空の見えるまちづくり

2006年から環境省主催のス

ターウォッチングを実施。
夜空の一部分を双眼鏡で観
察、いくつ星が数えられる
かで空のきれいさ、暗さを
はかる観察会です。

大ち汚染の防止、光害の防
止、ひいては地球温暖化防
止を目的に継続しています。

33
基本方針 長期目標 － ①

 
   

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  千千曲曲環環境境市市民民会会議議※※  

ききれれいいなな星星空空をを未未来来ににつつななげげよよううププロロジジェェクク担担当当  吉吉迫迫  由由美美  様様 
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44

①デジタリウム（投影機） レンタル代 30,000
②直径６ｍエアドーム レンタル代 30,000
③音響機材（ミキサー・アンプ）レンタル代 1,200
④機材運搬料（東京―千曲市） 9,040
⑤設置・撤収・運用支援 27,000
⑥運用技師旅費 30,000
⑦番組作成支援（クラスごと別番組） 40,000
⑧パンフレット作成印刷代（趣旨・啓発・星）20,000

計 187,240
187,240×1.08（税）＝202,219円

助成金の使用計画

  

40

 
 

 

  
 

 

 

袋井市を中心に知的障がい児・者の生活を充実させるサポート事業、地域交流事業等を

実施しています。また、市の委託事業で知的障害啓発事業を実施。さらに会員に対し障が

い児の余暇支援事業を行っています。 

保護者学習会や余暇支援事業として障がい児が主体的に参加できる内容を工夫し、クリ

スマス会、調理活動、サンタさんからのプレゼント作りを行う活動等に助成を希望されま

した。 

 
 
 

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  ママママももっっとと笑笑っってて  早早川川  麻麻由由美美  様 
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特定非営利活動法人ママ♥もっと笑って

会の名前
障害のある子が生まれたとき、

子どもの障害がわかったとき、
悲しくて、苦しくて、

泣いてばかりいた 私たち。
子どもたちは、

｢ママもっと笑って」と
言っていたに違いない。

これから、子どもたちと一緒に
いっぱい笑って生きていこう。

  

特定非営利活動法人ママ♥もっと笑って

平成１５年度～現在
袋井市委託事業｢知的障害啓発事業」

平成１６～２０年度
袋井市委託事業｢障害児放課後児童クラブ

｢そよかぜ」

平成１８～２０年度
地域生活支援事業｢なごみかぜ」運営

平成２２年度～現在
障害児余暇支援事業

事業の沿革

 

 

特定非営利活動法人ママ♥もっと笑って

1  保護者学習会

目的
保護者が正しい支援者となり、人として親として成長する。内
容 講師講話・相談・懇談

予算 講師謝礼 5 ,000円
昼食代 12 ,000円（＠500円×20人、お茶）
消耗品代 3 ,000円（用紙、インク、紙コップ等）
小計 20 ,000円

事業計画

  

特定非営利活動法人ママ♥もっと笑って

2  余暇支援事業

目的 社会性をはぐくむ。様々な体験をする。

内容 夏のお楽しみ会、Xmas会

予算 創作活動材料費 50 ,000円
調理活動材料費 30 ,000円
消耗品費 30 ,000円
通信費 10 ,000円
会場使用料 5 ,000円
スタッフ費用弁償 25 ,000円
小 計 150 ,000円

事業計画

 

 

特定非営利活動法人ママ♥もっと笑って

3 障害啓発事業

目的 障害や障害児者を地域の方に知っていただき、

「共に生きる地域」への一歩とする。

内容 障がいがある子の作品展示会

予算 余暇支援事業に含む

事業計画

  

特定非営利活動法人ママ♥もっと笑って

4 法人運営

目的達成のために、事業の展開を行う。

予算 消耗品費 15 ,000円

通信費 5 ,000円

役員費用弁償 10 ,000円

小 計 30 ,000円

1～４合計金額 200 ,000円

＊以上の費用の助成を希望しています。

事業計画
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美容師が中心となり高齢者や障がいをもった子どものために活動しています。 

また、障がいの児のため自宅または施設への訪問やママにもできる前髪カットや自閉症や多動症

の子どものヘアカットなどを実施しています。 

スマイルカツト(自閉症や多動症などの障害児のカット)は段階を経て進めるため、出来ると「ス

マイルトレーデングカード」を渡すことや、カットへの抵抗感をなくすためのアニメーション作成

に助成を希望されました。 

     
 

 
 
  

●会の目的

美容師が中心となり、高齢者や障がいを持った子ども達、
みんなの笑顔のために活動しています。

●主な活動
ママにもできる！チャイルドカット
訪問カットピース
星髪戦士ピースマン
スマイルカット
講演活動

●あゆみ
２００８年 訪問カットピース活動開始
２００９年 ママにもできる！チャイルドカット開始
２０１０年 スマイルカット開始
２０１２年 星髪戦士ピースマンデビュー
２０１４年４月 NPO法人化

●Webサイト
http://www.sora-pro.jp/

  

「スマイル・トレーディングカード」作成
｢スマイルカット｣では、段階をへて「ヘアカット」をすすめていく。細かい項目にそった
カードを作り、その項目ができた段階で、カードをプレゼントしたい。それにより本人
の自己肯定感やモチベーションを高め、次のステップへとつなげることができる。
活動と共にこのカードを日本全国の理美容室へ広めることで、1人でも多くの子ども

達にカットの楽しさを実感してもらい、また理美容師側にもやり方や気持ちを少し向
けるだけで、どんな子どもでもカットができようになるという事を、広く啓発していきた
い。
●活動計画

2015.4 カードデザイン完成
5 印刷・発行

●予算案
デザイン（10種） 100,000
印刷 1,000×200＝200,000
（10枚組×200セット）

計 300,000円

以上の費用の助成を希望しています。

助成金の使用計画

 

  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  そそららいいろろププロロジジェェククトト京京都都  赤赤松松隆隆滋滋  様様 
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病気で入院生活を送る人たちに音楽家やアーティスト達が音楽を楽しむ機会を提供する。

九大病院小児医療センターや福岡市立こども病院で長期入院している小・中学生を対象に

院内学級で音楽授業やコンサート行っています。 

８年前から九大病院に入院している子ども達をデザインや音楽で元気つける「元気アー

トプロジェクト」と連携して活動しています。 

九大病院小児医療センターや福岡市立こども病院における院内学級の音楽事業計６回に

ついて費用(プロの弦楽器・管楽器・ピアノ・歌などの音楽家３名の謝金・交通費等)の助

成を希望されました。 

 

 

 

団体の目的
この法人は、病気と闘いながら入院生活を送る子

供たちを始め、病気、高齢、ストレスなど様々な原因
で元気を失いがちな人々に、身近に音楽を楽しむ機
会を提供し、音楽が持つエネルギー、魂に働きかけ
る力によって、元気になっていただくことを目的とす
る。

また、この活動に参加する音楽家やアーティスト、
コーディネーターたちが優しさを共有し、新たな活動
の場が広がり、私たちのまちが音楽あふれる心豊か
なまちとなることを目的とする。

  

アート・デザイン・音楽で元気に 元気アートプロジェクト

九州大学病院で、こどもにやさしい小児科新病棟はできたが、子供たちを元気
づける活動やしくみが必要だという考えに、デザイナーや音楽家が賛同して“元
気アートプロジェクト”（通称：ＧＡＰ）が結成されました。
【目的】

元気アートプロジェクトは、芸術、デザイン、音楽の専門性を活かして、感性を
刺激するアートの力によって、それぞれの内面から元気を呼び戻すお手伝いを
し、みんなが元気になることを目的とする。
【メンバー】

デザイナー、建築家、写真家、書家、造園家、音楽家など 正会員３９名

 

特特定定非非営営利利活活動動法法人人 OOnnPPaall((オオンンパパルル))  理理事事長長  真真隅隅  潔潔  様様 
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ＯｎＰａｌの活動
病院内小中学校の音楽授業

  

ＯｎＰａｌの活動
病院内コンサート

 
 
 

  

 
障がいの子どもを持った親の会。毎週 1 回療育活動、および 1 回保護者会、月 1 回レク

活動、月 1回ミーテング（父の会・母の会）活動を行っている。 

月２回の保護者・ボランティアの学習会の講師（２～３時間で 18,000円）費用について

助成を希望。 

  ※贈呈式にはお二人が参加され、発表は山根様がされました。 
   

   

  理事 日高 様                 理事 山根 様 

すすままいいるるんん  理理事事  山山根根伸伸仁仁・・日日高高大大輔輔  様 
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こ の会は、 障がいのある子供を持っ た家族の為の会です。 障がい児

を持つ家族は、 沢山の不安を抱えながら 育児に向き 合っ ており ます。

その不安を少し でも 軽減出来るよう 、 家族間の交流を大切にし なが

ら 子供達の成長を皆で考え、 助け合い、 見守り 活動し ていく 事を目

的と し ており ます。 年齢も 障がいの種類も 様々な中、 兄弟児も 一緒

に

全ての活動に取り 組んでおり ます

そし て何より 一番の不安要素である子供の将来の自立に向けて活動

し ていく 事が最大の目的です。 先生方はじ め学生ボラ ンティ アさ ん

行政や福祉の方々と 繋がり ながら 、 子供達の社会的自立、 家族皆が

幸せに暮ら せる事を目的に、 今後も 会を発展さ せる事に精進し たい

と 考えており ます。

団体の目的

/   

★運動療育・ リ ト ミ ッ ク

集団性、 社会性を伸ばす為の運動療育やリ ト ミ ッ ク を中

心に 障がい児のみではなく 、 兄弟児も 含めて毎週1回活

動。

その他年間2回の合宿と 、 定期的な野外活動を実施。

団体の活動内容①

/  
 

★学習会

母親・ 父親・ 学生ボラ ンティ アさ んの学習会を毎月実施。

★レ ク レ ーショ ン活動

月1回程度、 学生ボラ ンティ アに参加し ても ら い、 家族皆が 楽

し く 充実し た時間を過ごせるよう 、 活動し ており ます。

内容： 公園遊び・ バーベキュ ー・ プール遊び・ ク リ スマス会…

団体の活動内容②

/   

★サロン・ 福祉施設見学

親同士の繋がり を充実さ せていく 為のサロンや、 同じ 共

有の中での

語り 合いの場、 将来的な自立に向けての活動内容を探求

し ていく 為

多方面の事業所や福祉施設の見学等を、 来年度4月より

実施し ていく

予定です。 また、 将来的な就労も 視野においた中で、 企

業や団体と

の繋がり も 考えており ます。

団体の活動内容③

/  
 

・ 1ヶ 月に1～2回行なわれる療育の先生や講師による

母親学習会・ 父親学習会・ 学生ボラ ンティ ア学習会の講

師代に

主に使用。

6,000円(1時間)×3時間×20回＝360,000円

・ リ ト ミ ッ ク 講師代（ 月2回）

3,000円×24回＝72,000円

助成金の使用計画

/   

障がい児を育てる上での多方面による専門的な内容や、 日々の育児不安

を解消し ていく 為の相談を目的と し た保護者の為の学習会を毎月行なっ

ており ます。 父と 母の役割が異なる点から 、 父と 母それぞれで行なう 事

も 多々であり ます。 年齢も 障がいの種類も 様々な為、 悩みや不安も 様々

です。 多方面から 専門的な話を聞いたり 、 今の悩みを相談する事で、

不安が軽減し 、 前向き な育児に取り 組んでいけると 感じ ており ます。

父親も 仕事に奮闘し ている為、 専門的な話を聞く 機会が中々得ら れず

子供と の関わり に不安を感じ ているのが現状です。 父親目線の話を聞く

事や、 父親同士の悩みを共感する事により 、 夫婦で二人三脚で育児

出来る環境へ変化し ている事を感じ ており ます。

助成金の使用計画

8/10  
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会の代表者は奄美大島の病院の看護師さん。 

  2013 年 8 月から偶数月に 1 回きつおんカフェを開催し、また、2014 年 7 月から吃音研修

会にて講義・研修会を隔月で開催しています。カフェや研修会の活動資金(施設使用料・

チラシおよび資料準備、貸出図書)について助成を希望されました。 
 ※遠方であることを考慮し当協会として報告書による参加とさせて頂きました。 
 

  

吃音症とは
吃音症は、幼児期に5％の割合で発症、8割は自然治癒、成人期には１％の割
合で持続します。幼児期には20人に1人発症するため、統計上、各保育施設で
約1人以上は発症していることが予測されます。

【主な症状】

連発性吃音：お、お、お、おはようございます

伸発性吃音：おーーーおはようございます

難発性吃音：・ ・ ・ （無音）

【独特な症状】

•おはようございます、ありがとうございます、などの定型文が言い難い。

•自分の名前や人の名前など置き換えのできない固有名詞が言い難い。

•日によって、人によって言い難い音がある。（例えば、ア行。言い難い言葉は
置き換えて対応していることが多い。）

•症状に波がある。1日〜数年単位で変動する。

  

奄美きつおんカフェの目的

吃音症は通称「どもり」として、連発性吃音などの一部の症状のみが知られ、そ
の症状が多岐にわたることはほとんど知られていません。

その症状は、独特な上、知られていないがために誤解を受け易く、深刻に悩ん
でいるにも関わらず、発達段階の経験をもとに当事者は隠す傾向にあるのが
特徴です。当事者やその家族だけが相談機関もなく人知れず苦悩されていま
す。

一昨年、北海道新聞で自殺報道がありました。吃音症はその見た目の症状か
ら周囲は楽観的に受け止める傾向にありますが、当事者が受ける社会的苦痛
は大きく、二次障害（不登校、ひきこもり、社交不安障害、うつ病、自殺など）が
問題です。

奄美きつおんカフェは、吃音児が将来二次障害に移行することのないよう、吃
音児への対応方法を１人でも多くの方にご理解頂けるよう活動しています。

 
 

  

活動内容
①奄美きつおんカフェ

平成25年8月に第１回奄美きつおんカフェを開催、以後偶数月に１回開催。今
年2月で10回目を迎える。

吃音症の当事者、その家族、教育関係者、医療関係者などが参加し、吃音症
の知識共有、問題点の話し合い、悩みの分かち合いなどを行っている。

②地域への講演活動

名瀬地区保育連合会研修会（保育従事者130名、きこえことばの教室：小学校
教諭2名、3歳児健診に関わる保健師8名）にて「見えない障害『吃音症』から知る、

人を思いやることのむずかしさ」を講演。奄美看護福祉専門学校こども・かいご
福祉学科にて「吃音症」を講義。

③吃音研修会

平成26年7月に第１回吃音研修会を開催、以後2ヶ月に１回の間隔で開催。今
年3月で5回目を迎える。

奄美市内および瀬戸内町内にある4病院の言語聴覚士、作業療法士、きこえこ

とばの教室小学校教諭、特別支援教室小学校教諭、また吃音当事者でもある
医師１名が参加。吃音の講義および演習を行っている。

  

助成金の使用計画

①奄美きつおんカフェ（※吃音症当事者の例会）

偶数月に一回、施設使用料および資料に伴う諸経費、貸出図書費用

※施設使用料11,000円、諸費用5,000円、図書3,000円計19,000円

②奄美吃音研修会

各月に一回、資料に伴う諸経費、図書費用など計31,200円

③その他（講演および講義など）

配布資料に伴う諸経費

④講師招待費

交通費および宿泊費、講師謝礼 計100,000円

以上の費用の助成を希望いたします。

 

※以上、各団体の代表の皆様、発表ありがとうございました。 

 奄奄美美ききつつおおんんカカフフェェ    代代表表  須須藤藤  簡簡子子  様 
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■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式のの前前にに開開催催さされれたた選選考考委委員員ととのの懇懇談談会会 

 

 

 
 

■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式でで行行わわれれたた各各団団体体のの活活動動報報告告のの様様子子。。 
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■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式ににおおいいてて挨挨拶拶をを行行うう北北川川理理事事長長とと秋秋山山選選考考委委員員長長 

「「北北川川淳淳治治  理理事事長長」」                「「秋秋山山  洋洋  選選考考委委員員長長」」  

  

■■当当協協会会ででととししてて、、ごご支支援援頂頂ききたたいい団団体体をを下下記記のの通通りり掲掲載載いいたたししまますす。。  
第16回北川奨励賞選考団体として他の団体に助成をお願いする団体
所在件 団体名 活動内容 助成を希望している活動 代表者名 団体のホームページのURL

宮城県
大和町障害を持つ児童の親グループにこ2きっ
ず

障害児も親もにこにこ生活が送れることを目的に活
動。会員の情報交換・交流会や障害者福祉に関す
る勉強会、障害福祉施設の見学、会報の発行など
を行う。

保護者向けに月１回交流会や勉強会開催
し障害児向けに水泳教室、運動会、芋煮
交流会を実施するために助成を希望。

上田　美香 なし

宮城県 仙台西多賀Enjoy life station

宮城県内の在宅の青年期の筋ジストロフィー患者
およびその家族・関係者の情報交換・交流の場とし
てFacebookやskypeの活用で自由ミーテングを実
施。

患者の子ども達に出来るだけ早時期にIT
機器の使用方法や入力装置選定等の学
習会に参加することが必要であり、そのた
めの研修会費用や移送費用について助成
希望。

櫻井　理 なし

群馬県 NPO法人　生涯発達ケアセンター　さんれんぷ

音楽療法により障害児やその家族、高齢者まで支
援事業を行う。また、発達の気になる児やその保護
者の相談に応じる事業が伊勢崎市協働まちづくり事
業として行っている。

これまで任意団体として障害を持つ子ども
に対する音楽療法・特別養護老人ホーム
で高齢者への音楽療法を踏まえ、呉東進
京都大学医学部教授による「低出性体重
児にたいする音楽療法セミナー」を開催し
たく助成を希望。

中林　亜衣 http://sanrenpusince2014.vix.com/sanrenpu

東京都 一般社団法人　i-ｓｔａｇｅ(アイ　ステージ)

2014/5に任意団体として、視覚・聴覚障害をもった
子どもや家族を対象にイベントや交流の場を設定し
てきた。また、一般の飲食店や会社が障害者を受け
入れる体制をための従業員研修も行っている。

現在行っている「バリアフリーフェスティバ
ル」(障害者とプロのパフォーマーを交えた
パフォーマンスの発表会)を今後も二か月
に1回程度おこなうために助成を希望。

川﨑　尚哉 http://www.istage.info

東京都 NPO法人　小児がん治療開発サポート

小児がんをはじめとした子どもの医療福祉環境改
善に取り組む。啓発事業としてチャリティーイベント・
ワークショップ・講演会、専用ポータルサイトの運
営、患者支援活動して無料相談業務、国立公立病
院での治療開発研究の実務支援をしている。

医療相談業務のため職員会員のスキル
アップと相談受付スタッフの拡充のため研
修会や学会・セミナー参加費等に助成を希
望。

秦　順一 http://nposuccess.jp

東京都
一般社団法人　ア・ドリーム・ア・デイ　IN
TOKYO

難病の子どもと家族を自宅から東京まで運び、企業
施設で滞在させ東京ディズニーランドなどの観光施
設で思い出づくりを行う。昨年は8家族で実施。

近隣諸国の難病のこどもと家族5名を6泊7
日で自宅から東京に運び、その旅費や車2
台の運用費用と通訳の旅費などについて
助成を希望。

天野功二 http://www.guesthouse.or.jp/

東京都 NPO法人　東京難病団体連絡協議会
各種18団体が東難連に結集して、行政への働きか
けなど社会への働きかけをしている。東京都難病相
談支援センター業務委託、医療講演会等を実施。

2013年に「難病患者による難病患者のた
めのクラッシックコンサート」を開催した。今
回は難病患者と難病指医による難病患者
のためのコンサートを11月予定し助成を希
望。

坂本　秀夫 http://www.tounanren.org

神奈川県 NPO法人CPサッカー＆ライフエスペランサ

CPサッカー(脳性まひ者7人制サッカー)を通じて脳
性まひ者や肢体不自由児の自立と社会参加を目指
すサッカー教室を開催している。2013年から障がい
者サッカー教室を開講し延べ410名参加している。

2015年9月19日～22日に愛媛県で脳性ま
ひによる肢体不自由児とその家族を対象
にサマーキャンプを開催し、サッカーを通じ
て参加者や地元の方々との交流について
旅費の助成を希望。

神一世子 http://npo-esperanza.org/

長野県 NPO法人長野サマライズ・センター

パソコンなどのIT機器や技術を活用して障害者・高
齢者の生活をサポートする。パソコン要約筆記(文
字)通訳活動及び通訳者の育成・指導・講習会の企
画運営。

全国の聴覚障害児を対象に①保護者向け
「子育て・就学・進学相談」を週一回開催、
skype,facetimeを活用した遠隔相談、
Twitter,facebook.ホームページを活用した
相談対応②コミュニケーション指導として簡
単手話教室③モバイル端末を活用した講
演・懇談などについて助成を希望。

宮野　美晃 http://www.nagasama.net/

福井県 ゆめのたまごプロジェクト

障害児者が地域で豊に生きていける地域づくりを目
的に年１回音楽会の開催、プロの芸術家のワーク
ショップや絵本作家による読み聞かせを行ってい
る。

地域社会における障害児者の理解を目的
に「NPO法人えほんうた・あそびうた代表に
しむらなおと氏」を招聘し音楽会を１０月ま
たは１１月に実施したい。その費用につい
て全額助成希望。

松本美樹 yumenotamago.org

  



 

16 
 

愛知県 愛知心臓病の会

全国心臓病の子どもを守る会の愛知県支部。難病
患者を含む先天性疾患患者と家族が会員。また月
運営委員会と5月に総会開催。交流会としてサマー
キャンプ、クリスマス会など実施。勉強会や講演会
を開催し、機関紙「あいちのこどう」を毎月発刊。

会が設立して50周年たち「50周年記念事
業として記念誌発行・集いを行いたく助成
を希望」。成人の先天性患者が半数を超
え、発足時の新生児も50歳になっている。
当時の先生方も高齢であり振り返りを行い
これからの会員にもつなげていきたく助成
を希望。

牛田　正美 http://blog.goo.ne.jp/aichiheartmamorukai

愛知県
愛知県筋ジストロフィー協会(日本筋ジストロ
フィー協会・愛知県支部)

愛知県内に居住する筋ジストロフィー患者およびそ
の家族の援護と福祉の向上をめざし、幼児から成
人までの患者の療育などの各種活動を行う。

毎年実施している療育キャンプを充実・継
続するために助成希望。2015年10月ごろ、
参加約50名、リフト付き観光バスにて実施
したい。協会負担額の半分程度について
助成を希望。

田中　智久 http://www.jmda-aichi.org/

奈良県 NPO法人地域活動支援センターぷろぽの

障害者の支援のため、県内２か所で就労移行支援
事業所、県内１ヵ所で就労支援A型B型多機能事業
所および放課後等デイサービス事業を行っている。
その他生駒市で地域活動支援センターⅢ型事業を
行っている。

生駒事業において放課後等デイサービス
事業を行っており、障害を持つ１５歳～１８
歳の学生にPCスキル、ソーシャルスキルト
レーニング、体幹機能訓練等の事業を行っ
ている。２０１５年４月より橿原地域に同じ
事業所を開設するのでトレーニングの教
材・PC・タブレットを購入する費用について
助成を希望。

山内　民與 http://probono.vport.org/

京都府 キッズ・バリアフリー

医師から障害があると診断されながら障害者手帳
基準外の子どもたち(難聴児だけでなく、発達障害
や食物アレルギーなどをかかえるグレーゾーンの子
どもたち)に同じ支援内容を提供する。補聴器や車
椅子などが必要子ども達への購入費支援、相談、
親どうしの出会いやイベントを開催。

障害や病と向かい合いながら生きている
子ども達の事を知って頂けるような活動誌
製作費や会の運営用パソコン購入費用等
のため助成を希望。

末吉　理花 info@kids-b.jp

京都府 NPO法人　支援機器普及促進協会

高齢者や障害者などの情報弱者に対し生活の質を
高めるためにIT機器やソフトの企画普及事業実施。
支援学校の教職員や障害者等を対象にタブレット
端末やスマートフォンの研修会や体験会を実施。

タブレット端末の機器の操作などについ
て、2015年４月より土曜日研修会・日曜日
当事者相談会のセットで北海道から沖縄ま
で１２か所で普及啓蒙活動を開催予定をし
ておりそのための費用について助成希望。

高松　崇 http:/www.npo-atds.org

大阪府 しぶたね

病気で入院している子どもの兄弟をサポ-トするボラ
ンティア団体。年４回兄弟の日の開催と兄弟向けの
ワークショップ開催。面会中の保護者を待つ兄弟が
楽しく遊べる場を月２回開催。講演・小冊子の配布
で兄弟のつらさと頑張りを伝える。

兄弟の日などのイベントや兄弟むけの取り
組み内容についてノウハウを冊子にまとめ
て配布することで実施する病院を増やすた
め助成を希望。

清田悠代 http://blog.canpan.info/sib-tane

兵庫県
社会福祉法人希望の家　障害児通所支援事業
所きぼうっこ

放課後デイサービス事業を行っており、現在一日10
名の定員に対し発達障害児にたいし専門家(言語聴
覚士・音楽療法士・発達臨床心理士・運動専門指導
員)が訓練を行っている。4月より15名に増やす予
定。

放課後デイサービスの中で中高生に対し
パソコン教室を立ち上げて、支援を行いた
い。８万円のパソコン６台購入したいので
助成を希望。

寺浦　實 なし

岡山県 NPO法人くらしき教育発達研究所さいころ

障害児・者の兄弟姉妹(きょうだい)への支援の必要
性について認知を広めることを目的とする。イベント
には小学生から中学生、座談会には高校生から社
会人が多く参加する。

障害児のいることで、外出する機会の少な
い「きょうだい」に県外への日帰り旅行と県
内の宿泊による集まりを実施したく助成を
希望。

小野　真嗣 なし

山口県 NPO法人山口県難治性血管奇形相互支援会

難治性血管奇形の患者の生活に関する事業や病
気の啓発活動を行う。病名の広報活動、専門医の
確保のための関係機関の調整等の活動。
※患者は日本で推定1万人、多くは先天性で血管の
発生異常の病変であり原因不明(難病情報センター
サイトより)

啓発のための配布チラシ・パンフレットの
作成、宇部フロンティア大学祭(10月)にお
けるイベント活動に助成を希望。

有富　健 http://www.yg-rvm-support.org/index.html

山口県 NPO法人山口県自閉症協会
自閉症児・者への地域での理解を行うために機関
紙「あすなろ」を発行。学生とのデイキャンプ実施、
会員の交流会、相談会、研修会を開催している。

研修費用、日本自閉症協会への出張費の
補助、パンフの作成費用に助成を希望。

平尾　要 なし

愛媛県 NPO法人 だんだん

子育て支援活動をするNPO法人。子育ての地域コ
ミュニティの場としてＹｕＭｅＬｅ(ゆめーる)を運営のほ
か子育て教室を17(パステルアート・砥部焼・ピラティ
ス・手芸等)開催。

松山市内の小学生(障がい児も含む)の放
課後デーサービス施設に出張し教室(リト
ミック・パステルアート・洋裁・パルーンアー
ト・英語教室等)を40回開催予定。活動につ
いて助成希望。

中塚　貴也 http://www.npo-dandan.org/

  
  
※各団体の住所および E メール等は当協会にお問い合わせがあれば、個別にご相談の上応対いたします。 
  なお、各団体より掲載にあたっては事前にご了解を頂いております。 
 
■北川奨励賞にご後援頂きました企業・個人は次の皆様です。ありがとうございました。 

 (企業・団体/敬称省略) 

KITシステムズ株式会社、株式会社京葉、関越ソフトウェア株式会社 

株式会社インフォマージュ、ソフトウェアクリエィション株式会社 

TIS東北株式会社、堤税理士事務所、プライベートバンク久遠 

(個人/敬称省略) 

小島 裕司・永藤 光雄・秋保 利幸・朽名 俊彦 

   
 
                特定非営利活動法人コーポレートガバナンス協会 

〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通 3-30 
電話：045-263-6965 fax 045-263-6966 
URL：http//www.teamcg.or.jp 
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