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                                                                     222000111666 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 111777 回回回北北北川川川奨奨奨励励励賞賞賞   
・平成 28 年 3 月に贈呈式・活動発表会を開催 

・19 都道府県・46 団体の応募から 7 団体が受賞 

 

「第 17 回北川奨励賞贈呈式・活動発表会」について、3 月 30 日(水)14 時から東京都千代田

区永田町のアイオス永田町会議室（東京都千代田区永田町 2-17-17）において開催されまし

た。 

 当日は当協会の理事・監事をはじめとしご招待者を含め 22 名が参加しました。 

 また、各受賞団体の活動発表の後、出席者全員で懇談会を開催し、交流を行いました。参

加された全員がそれぞれの立場から各団体の活動に対して思いや感想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 27年 11月 30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、贈呈式時には受賞団体と当協会の理事・監事をはじめこうした活動にご理解

のある方をご招待し参加者全員で懇談会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。今回、北は北海道から南は沖縄県まで全国 19都道府県から 46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 7団体の受賞を決定しました。 

今回の贈呈団体 7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 113 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 12 団体について、当協会として他

の皆様に対し団体の活動を紹介するとともにご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。（左前列から） 
スマイルコレクション加賀瞳様、発達障がい児支援グループ「ふれんど」掛川一代様、フクロウのろ

うどくかい村田圭代様、がんの子どもを守る会荒木眞壽美様、コーポレートガバナンス協会理事長北

川惇治、患者支援団体 FabryNEXT 坂本壮礼様、さぬき市心身障がい児・者父母の会石川明美様、

国立病院機構三重病院丸澤由美様、さぬき市心身障がい児・者父母の会樫原さゆり様、埼玉県立大学

教授西脇由枝様、麗澤大学名誉教授大貫啓行様、TIS ソリューションリンク岩森晋一様  
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第第 1177 回回北北川川奨奨励励賞賞・・受受賞賞団団体体一一覧覧  

ススママイイルルココレレククシショョンン                                      ((埼埼玉玉県県))  

フフククロロウウののろろううどどくくかかいい                                    ((千千葉葉県県))  

発発達達障障ががいい児児者者支支援援ググルルーーププ「「ふふれれんんどど」」            ((神神奈奈川川県県))      

公公益益財財団団法法人人ががんんのの子子どどももをを守守るる会会福福井井支支部部      （（福福井井県県））  

患患者者支支援援団団体体 FFaabbrryyNNEEXXTT                                        （（愛愛知知県県））  

独独立立行行政政法法人人国国立立病病院院機機構構三三重重病病院院  

重重症症心心身身障障ががいい児児（（者者））病病棟棟                      ((三三重重県県))  

ささぬぬきき市市心心身身障障ががいい児児者者父父母母のの会会                （（香香川川県県））  

■■  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。 

  

                               

 

三郷市内の療育施設の母親たちが中心に 2 歳～8 歳までの知的障がい児と肢体不自由児

とその家族の団体。福祉サービスの勉強会・茶和会・家族交流の遊び活動実施。 

三郷市江戸川河川敷で子ども達に気球に乗せたい。また乗れない子どもにはパラパルー

ンで遊んでもらう。気球・パラパルーン・施設利用等について助成を希望されました。 

  
   

  ススママイイルルココレレククシショョンン                    代代表表  加加賀賀  瞳瞳    様     
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発達障がい児にプロの演者のろうどく会に参加してもらい感動してもらう。またそのあ

とに「声優体験タイム」を実施し障がい児に他者視点で学ぶ機会を行っている。 

2016 年 10 月～11 月ころに全国放送のアニメの主演クラスの声優 2 名と現在の会員の声

優で発達障害のあるお子さん対象のろうどく会を千葉県文化会館小ホールで開催したく助

成を希望されました。 

          

      

団体の目的

発達支援の必要なお子様たち向けに、

プロの声優さんによる朗読会を開催しています。

発達支援を要しているお子さんは、騒いでしまうことが心配など
静かにしなければならないシーンのある場所に参加しにくく残
念な思いをされる親御さんも多くいらっしゃるかと思います。

しかしどのお子さんにとっても、幼い頃に感じた「本物に触れる
感動」は大人になっても、強く印象に残り日常を生きる活力にな
ります。

障害に関わらず、一つでもより多くの感動を子供たちに味わっ
て貰いたいと思い朗読会を開催しております。

2
   

フクロウのろうどくかいについて

• 代表者 村田圭代

• 発足とその歩み
2014年6月 発足 第一回朗読会開催

次回6月26日（日） 第五回朗読会開催予定

• 所在地 千葉県印西市

Webサイト

http://roudoku-yomikikasekai.jimdo.com/

3  
 

団体の活動内容

これまでは…
年に2回程度の朗読会開催

4    

最後に…

お子さん一人ひとりの伸びを大きく決めるのは幼少期です。
早期療育をすることで「様子を見る」だけより
ずっとお子さんの未来に貢献できます。

具体的に言うと話せるようになったり、数を理解できたりです。
より一つでも多くのスキルを身につけることで

人生が豊かになることは言うまでもありません。

私たちはこの活動を通し、
言葉で伝えるスペシャリストである声優が
お子さんに良い刺激をもたらせることや
親御さんに早期療育を訴えていくいことで

どのお子さんにも夢と希望を持って
大人になっていける社会をめざします。

6  

フクロウのろうどくかい      代表 村田 圭代  様様 



 

6 
 

 
 
 

２００５年から発達障害児の生活支援を目的とした鎌倉市社会福祉協議会所属のボラン

ティアグループ。定例活動として①年 3～4回親子山登り②年 2～3回親子料理教室③2泊 3

日夏合宿。不定例活動として講演会・自閉症関連映画・いるかとふれあい事業など実施。 

昨年１０周年記念事業として実施した下田海中水族館での「いるかとのふれあい」が要

望が多く、定期的な活動としたい。６月ころに発達障がいのお子さんと親子３０組で実施

したく助成を希望されました。 

     
 

「ふれんど」
◆活動を始めた経緯◆

２ ０ 0 4 年鎌倉市社会福祉協議会が主催の

「 知的障がい児サポーター養成講座」 を

受講した者たちが

発達障がい児の支援の必要性を強く 感じ 、

鎌倉で翌年ボランティ アグループ

「 ふれんど」 を立ち上げ

2

   

「ふれんど」
◆活動を始めた経緯◆

２ ０ 0 4 年鎌倉市社会福祉協議会が主催の

「 知的障がい児サポーター養成講座」 を

受講した者たちが

発達障がい児の支援の必要性を強く 感じ 、

鎌倉で翌年ボランティ アグループ

「 ふれんど」 を立ち上げ

2

 

 

発達障がいとは？

従来、「広汎性発達障がい」という大きな括りの中
で論じられてきたもののうち「自閉症」「高機能自
閉症」「アスペルガ―症候群」等の仲間の総称が、
「自閉症スペクトラム」となりました。この名称に
は今まで対象にしてこなかった、障がいではないタ
イプの人たちまで含まれています。「自閉症スペク
トラム」とは、他人との関係づくりやコミュニケー
ションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮
されている場合もあり、周りから見てアンバランス
な様子が理解されにくい障害です。

3

   

「 ふれんど」 の活動の理念

グループの名称が示すよう に、 発達障がい児者とその家族に

『 と もだち』 のよう に寄り 添い、 見守り 、 ともに楽しい

『 ひととき』 を過ごすことで、 子どもたちと家族と私たちが

『 やすらぎ』 を共感できるよう に心がけています。

また、 この障がいのことの理解を、 地域の人たちに促すために、

講演会、 講座、 映画上映会等を開催しています。 地域ぐるみの

思いやり と理解に役に立ちたいと考えています。

4

 

  発達障がい児者支援グループ「ふれんど」副代表 村田一代 様様 
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「 第２ 回 いるかとふれあおう ！
In  下田海中水族館」

日時： 2 0 1 6 年6 月 水族館と相談

場所： 下田海中水族館 湾内のド ルフィ ンビーチにて

参加対象者： 発達障がいのお子さんと親御さん 1 5 ～2 0 組

25

   

「 第２ 回 いるかとふれあおう ！
In  下田海中水族館」

行程：

鎌倉―下田間は貸切大型バスを利用して、 レクレーショ ン・
交流を深めて移動。 往復の移動は電車でも６ 時間近く かかり 、
疲れやすく 、 自己コント ロールが得意でないお子さんとの移
動は貸切バス無しでは考えにく い状況。 また、 親御さんの
レスパイト の見地からも、 外出に伴う 緊張感から少しでも開
放されるバスを選択。 水族館内は自由行動で、 「 いるかとの
ふれあい」 は団体行動で挑戦。

26

 

  
 

 

 

公益財団法人がんの子どもを守る会の福井支部。福井県内の小児がん患児に対する総合

支援、シンポジウム、募金活動、絵のパネル展示。小児病棟での読み聞かせ・遊びの提供、

ピアサポートカフェとして相談・話し合いの場所を提供。 

  福井大学医学部付属病院に長期入院している難病や小児がんの子どもに病室内での絵本

や紙芝居をしているので絵本や紙芝居が不足している。また夏祭りとクリスマス会のため

のグッズやパネルシアター・エプロンシアターを購入したく助成を希望されました。 

 

     

 

団体の目的

• 私共は、本部が東京にある公益財団法人で、
全国に２１支部あるうちの福井県支部です。

• 福井県内と、支部のない石川県の小児がん
患児とご家族のための総合支援をしておりま
す。

2     

がんの子どもを守る会福井支部
について

• 代表者 坪田起久恵

• 発足とその歩み
2004年4月 支部設立本年度で、１２年目です。

• 所在地 福井県福井市

• 会員数 ４５名（2016.2現在）

• Webサイト http://www3.fctv.ne.jp/~nozomi-f/
• facebookﾍﾟｰｼﾞ
ｈｔｔｐｓ：//www.facebook.com/gannokodomofukui/

3  

公益社団法人がんの子どもを守る会福井支部副代表幹事 荒木眞壽美  様 
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団体の活動内容1

• 小児がんの知識普及、啓発活動
2/15国際小児がんデーには、県内各地で、啓発活動をします。

支援リボンがゴールドリボンであることから、クリスマスツリーに
ゴールドリボンを結んでもらい、知ってもらうというアイデアを本
部と共有し、全国の支部の先駆けになりました。

4

   

団体の活動内容2

• 小児病棟内ボランティア1
「お話しタイム」
福井大学病院の小児病棟に入院している

子供たちに毎月の水曜日のうち３回、

午後１:３０から２時間、小児病棟を訪問して

読み聞かせや紙芝居、ちょっとした遊びの

提供をしています。大きなイベントとして、

夏休みに「夏祭り」と冬休みに

「クリスマス会」を提供しています。

5

 
 

団体の活動内容3

・小児病棟内ボランティア2
「ちょきちょききっず」
福井大学病院の小児病棟のプレイルームの壁面に季節の香り
を届けようと、製作は、県内の大学２校のボランテイア学生に
協力を得て、毎月お届けしています。

6

   

• 相談・自助グループ支援
相談支援として、福井支部では年４回

ピアサポートカフェを開いています。

横に長い福井県、それぞれの市町に

出向いています。

同じ仲間同士の交流、おしゃべりする

場所の提供をしております。

難しい相談に乗れるよう、本部から、

小児がん専門ソーシャルワーカーに

毎回同席してもらいます。

お子様を亡くされたご家族の支援は

グリーフケアとして、

別に大切な支援と位置付けております。

団体の活動内容4

7  
 

 
 
 

 

主にファブリー病などの希少疾患患者を支援するために設立された団体 

※遺伝子の変異が原因の代謝異常症のひとつ、国が難病としているライソゾーム病に部

類される。 

   ライソゾーム病患者は 1,061名と少なく認知度も低い。専門医もほとんどおらず、同じ

患者もであうことが少ない。そこで一番患者が多いファブリー病患者の交流会をしたい。

2016 年 5 月熊本県で落語会、講演「遺伝ってどういうこと?」等について講演料・会場

費宿泊費等について助成を希望されました。 

  患者支援団体 Fabry NEXT事務局  坂坂本本  壮壮礼礼  様様 
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団体の目的
本会は、主にファブリー病を含むライソゾーム病などの希少疾患
患者を支援するために設立された。
目的 は以下のとおりである。

1. 患者およびその家族が、情報交換や交流の場を 持ち、互いに
協力することで、生活の質の改善を目指す。

2. 医療関係者・企業・行政等とも協働し、内外に正し い情報を
伝える。

3. 疾患の認知度が低いことから、これを広く一般に啓 発する。

2

   

ファブリー病について

• ファブリー病とは、人が体内に持っている酵素の一つが正常に働かない
ことで起こる病気のうちの一つです。酵素が働かないことで、血液中の養
分の分解が満足にできず、ゴミが血管内に溜まっていきます。

• ファブリー病は親から子供へ遺伝で伝わります。
• ファブリー病の患者は、汗が出にくいことが多く、熱中症になるため、夏
場や暑い場所では活動が著しく制限されます。また、手足にひどい痛み
が出ることもあり、そう言った方は小さい頃から奇異な目で見られたり、
親からも「弱虫」「怠け者」「仮病」扱いされて育つことが多いです。

• 成人後は、腎臓、心臓、脳に分解できなかったゴミが溜まっていき徐々に
機能低下が進みます。

• 数が少なく、希少疾患とされています。

3  

Fabry NEXT について

•代表者 石原八重子
•発足とその歩み

2011年 4月 サイト開設
2012年 8月 任意団体設立

•所在地 愛知県西尾市
•会員数 26名(2016.2現在)
• Webサイト http://fabry-next.com

4    

• 団体の活動内容
• 交流会の開催...

名古屋(2回)、仙台、東京(3回)、 大阪(3回)、
岡山、岐阜、秋田、長野

• オフ会(定例会)の開催...名古屋(毎月1回) 
• 製薬工場見学
• 会報発行(年3回程度)
• 学会等への参加、ブース展示
• 講演、発表
他団体との情報交換、交流

5  

活動を続けるうえでの悩み

• サーヒズの性質上、提供する側も病気に対する経験(つまり患
者・家族であること)が必要になりますが、患者・家族で提供
する側に参加される方は意外 と少ないところが悩みです。

• 例えば、病気とわかったばかりの人は参加どころで はないです
し、病気と一定の距離を取ってしまった方は興味を持ってくれ
なかったりします。

• もちろん、患者が全国に少数ずつ散らばっています ので移動に
かかる金銭的な負担も悩みではあります。

6
   

Fabry NEXTからの提言

患者の経験や想いが他の誰かの役に立つ
例) 早期診断

ピアサポート
治療方法・治療薬の研究開発 など

※特に希少疾患では一人ひとりの声が貴重

声を出しやすい環境を作り、 必要なところへ届けていく

8  
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当該病棟は呼吸器装着患者や気管切開者が大半をしめ、高度な医療ケアが必要。 

言葉を表現できないが「創作活動」を始めた。「やまばとギャラリー」と命名し 

渡り廊下等で展示している。ペットボトル・新聞紙・包装紙をリサイクルし味の 

ある作品になる。また、一般の人々との交流の場になっている。 

「やまばとギャラリー」を継続的に実施するため、①掲示や展示用ボード、ま 

た必要な消耗品や事務用品を購入したく助成を希望。費用が病院の経費からは 

出せないとのことで助成を希望されました。 

      
 

＜国立病院機構の目的＞

結核、 重症心身障害、 筋ジスト ロフィ ーを含む

神経・ 筋難病など、 民間では体制の整備、 経験、
または不採算とされることからアプローチが困難
な分野についても、 患者・ 家族が安心して治療、
療養ができるよう 、 各地域の国立病院機構がセー
フティ ーネッ ト と して支えています。

【 目的】

35

   

独立行政法人 国立病院機構 三重病院
所在地 三重県津市大里窪田町3 5 7 番地
病院 2 6 0 床（ 重症心身障害児者病棟5 0 名）
病院長 藤澤隆夫

発足と歩み
1 9 3 9 年5 月

傷痍軍人三重療養所として創設
2 0 0 4 年4 月

独立行政法人化に伴い国立病院機構三重病院に改称

【 三重病院の概要】

6

 
 
 
 

独立行政法人国立病院機構 三重病院 重症心身障害児（者）病棟 

  児児童童指指導導員員    丸丸澤澤  由由美美  様様 
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【 個展とギャラリ ー】

18

   

「 理解してもらえない！！」 私たちですが…

重症心身障害児（ 者） も今を生きています！！

もちろん…
楽しいことをしたい！
余暇活動を充実させたい！

そして…

みんなの役にだって立ちたい！

【 最後に…】

22  

 

派手さはあり ません。
と～っても地道な活動です。
この活動の“ 良さ ” を理解いただけず、 質素
に？！活動を続けてきました。

今回、 私たちの活動を選んでいただき、 誠にあり
がと う ございます。
大変嬉し く 、 感謝しており ます。

「 支援して良かった！」 と言っていただけるよう 、
みんなでしっかり と取り 組んでいきたいと思いま
す。

【 最後に…】

23

    

【 最後に…】

重症心身障害児（ 者）
って、 どんな人たち？

病棟って、
暗く て怖いん
じゃない？

みんなお話し
できないよね？
近寄り がたい

なぁ ～。

21  

 
 
  

 
 

 

香川県さぬき市の心身障害児親の会。月１回の座談会と３月の土曜日には「車いす 

点検の日」としてメンテナンスをしている。またお花見やホタル狩り・クリスマス 

会などを実施している。 

重度障がい児の子どもと家族は遠出の旅行にいったことがないため、今年の９月～１

０月に東京デズニーランドに家族やボランティアを募ってツアーを計画し助成を希望され

ました。 

さぬき市心身障がい児・者 父母の会代表  樫原さゆり 様 

                 事務局 石川 明美 様    
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「さぬき市心身障がい児・者父母の会」
の目的

• この会は、
「障がいがあっても生まれた地域で生き生きと暮

らしたい」という思いで、養護学校の保護者で集ま
り話し合いを重ねる内に、平成２２年この会を立ち
上げることになりました。

「家庭にこもりがちの生活にならず、
外に出て仲間と一緒に、活動できるよ
うな環境を作ることを目的としていま
す。」

3

   

さぬき市心身障がい児・者父母の会

• 代表者 樫原 さゆり

• 発足とその歩み

2008 年 6月 保護者の会

2010 年 4月 さぬき市心身障がい児・者
父母の会 発足
香川県肢体不自由児・者父母の
会に所属する

所在地 さぬき市大川町田面1575-8
• 会員数 １５家族 32名（2016.2現在）

4

 
 

さぬき市心身障がい児・者父母の会
の活動内容

• 月に１度の訓練会と座談会

• 遠足

• 油絵などの創作活動

• 車椅子点検（年１回）

• 季節の行事（ホタル狩り・いちご狩り・クリスマス会など）

いちごは「さぬきひめ」という品種が
生産されており、糖度が高くみず
みずしい美味しいいちごです。

5

  

保護者の想い

• 父親が単身赴任のため、外出する機会が少なく、家に引きこもりがちでした
が、この会を知り、この会に参加することによって、同じような悩みを持つ保
護者の皆さんと出会い、話しをするうちに、不安が徐々に減り、将来への明
るい光が見えました。
たくさん外出の機会を与えてもらい、初めていちご狩りに行った時の、ウキウ
キとした楽しい気持ちと子どものうれしそうな笑顔は、今でも私の宝物です。
また、油絵に挑戦することがあり、親の私もした事の無いことを、経験させて
あげられた時には、本当にこの会に参加して良かったと思いました。

• 今回、この助成金を受けられるという報告を聞いた時には、仲間のお母さん
方と、思わず「ヤッタ～！」と抱き合い喜び合いました。中には目に涙を溜め
て喜んでいるお母さんもいました。私たちに、そんな喜びを与えていただい
た事に、仲間を代表してお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとう
ございました。

11

 

各団体の代表の皆様、発表ありがとうございました。 
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■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式のの受受賞賞団団体体とと参参加加者者のの様様子子 
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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大大貫貫選選考考委委員員 

「「北北川川淳淳治治  理理事事長長」」              「「大大貫貫  啓啓行行  選選考考委委員員」」  

          

■■北北川川奨奨励励賞賞贈贈呈呈式式ににおおいいてて閉閉会会のの挨挨拶拶をを行行うう西西脇脇選選考考委委員員 

  
    

■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 

(個人/敬称省略) 

小島 裕司・永藤 光雄・秋保 利幸・朽名 俊彦 
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■■当当協協会会ととししてて、、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。。  

  

URL

中学生～大学生の高次
脳機能障害当事者と家
族の会（ハイリハジュニ
ア）

東京都

高次脳機能障害を持つ中・高・大・専門学
校と親の会。当事者が参加しその障害につ
いて気づきをふかめ、仲間づくりを行う。偶
数月の第2日曜日に外出活動を行ってい
る。

昨年助成したハイリハキッズ（小学生まで）の上の世代の
活動。当事者同士の他地域との交流もおこなっており、今
年の9月17日富山県砺波青少年自然の家で全国から中学
生～大学生までの当事者が集まり、スポーツ交流や将来
についての話し合いを行い自己認識および他者理解を深
める活動に助成希望。当事者17名家族20名～40名、支援
スタッフ10名の宿泊代等。対象者は中学から大学までの学
生である。

穴澤芳子 http:/sky.geocities.jp/hirehajnr/

NPO法人こどもの地域生
活サポーターこぴあ

東京都
障がいをもつ子どもの放課後や学校外活
動支援、居宅介護や緊急一時保護事業を
行う。

重症心身障害児の放課後デイサービスの第2こぴあクラブ
から今年４月に第3コピアクラブを立ち上げる予定。重症心
身障害児と発達障害児の2つの指導訓練室のエアコン等
の購入資金に充てたく助成を希望。

青葉紘宇 http://www.kopiaclub.com

スノードロップ 東京都

会の設立後、①年に1回の地域の祭りとし
ていも煮会②老人ホームなどでコンサート
をするスノードロツプ楽団③障がい者や健
常者があつまってルールを変更しながら実
施するスマイルドリームカップの3つの活動
を行っている。

会員は「脳質周囲派白質軟化症の障害児の支援するボラ
ンティアの集まりが「スノードロップ」（花言葉は希望・まさか
の時の友）。毎月1回開催する「スマイルドリームカップ」の
安定した運営とするため、公共施設を借りる施設費、用具
費、交通費について助成を希望。

大塚修平 snowdrop12san.wix.com/snowdrop123

ふじのくに　チーム★輝き 静岡県

静岡県内の障害のある子ども達（大人も含
む）のパフォーマンスを披露する任意団体
（※紹介記事より）2009年静岡県で国民文
化祭があったとき、県内の特別支援学校の
生徒たちに募集をかけて発表会を開催した
のが第1回。今年10月で第8回目となる。

毎年10月最終日曜日に静岡駅北口地下広場でイベント
（楽器演奏・踊り・歌唱・陶人形作り等々）開催予定。発表
会のポスター・チラシ・イベントの保険料・運送料等や当日
の弁当代さらに年間の印刷紙や消耗品などについて助成
希望。

山﨑美穂子 なし

NPO法人あめんど 滋賀県

発達障害等の事由により困難を抱える子ど
もたち対象の特別支援教室や相談業務を
している。また、放課後は、学習教室や貧
困家庭に育つ子どもたちの居場所づくりを
開催。また野外活動や文化・自然体験・冒
険キャンプなど実施。

発達障害を抱えた子以外にも、予防支援策として「違和感
を持つ子どもたちのサポート」をするための活動について
助成を希望。

恒松睦美 http://www.eonet.ne.jp/^amendo/

公益財団法人京都市
ユースサービス協会

京都府

協会は、青少年の自主的な活動の機会提
供とその支援を行う。助成の対象としたい
「東山青少年活動センター」における演劇
ビギナーズユニツトや東山アートスペース
として知的障がいをもつ青少年の余暇活動
を支援している。

１３歳～３０歳までの知的障がいのある青少年の余暇活動
として身体表現活動「からだではなそう」について街中での
ライブパフォーマンス費用や専門知識をもったアシスタント
の配置費用、ボランティア・スタッフ研修費用等について助
成を希望。

安保千秋 http://ys-kyoto.org/higashiyama/

NPO法人発達凸凹サ
ポーターてくてく

大阪府

障がい児・者とその家族支援者等に対して
療育支援・教育相談・障がい児通所支援事
業を実施。2014年11月から法人発足し、臨
床心理士が専門的な支援を行う教室やペ
アトレーニング、各種啓発セミナー実施。

2016年5月に障がい児通所事業の立ち上げを予定してお
り、行政からの報酬も見込んでその費用（家賃110万円、臨
床心理士人件費150万円、設備費100万円）の一部につい
て助成を希望。NPOとしては2014年であるが活動は2013年
9月から。

岸田浩子 http://www.genki.zaq.jp/teku2/

二分脊椎協会大阪支部 大阪府
二分脊椎症・脊椎損傷児・者およびその家
族会。なんでもトーク、勉強会、療育キャン
プ、いも掘り、機関紙の発行を行っている。

2016年11月に療育相談会（講演・分科会・専門家への個別
相談会等）を大阪で開催予定。講師謝礼・旅費・会場費等
について助成希望。

小倉友佳 http://www.geocities.jp/niseki_osaka/

しぶたね 大阪府

病児の兄弟姉妹を支援する。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。

今年中にNPO法人化を目指し、シンポジウムとワークショッ
プを開催したい。シンポジウムは2017年3月開催を予定し
その費用（会場費・シンポジウム講師謝金・ノートパソコン
購入費等）について助成希望。

清田悠代 http://blog.canpan.info/sib-tane

NPO法人子ども・若もの
支援ネットワークおおさ
か

大阪府

2007年より引きこもりの子どもや知的・精
神障がい等を持つ子どもの相談活動を開
始。2010年にNPO法人化し①2.5アールの
畑で知的障害児や引きこもりの子どもたち
が野菜栽培を行う「なの花事業所」②子ど
もの心に沿った活動や生活習慣の改善支
援の「わくわくクラブ」③学習支援活動を
行っている。

引きこもりの子どもや精神障害の子どもにパソコンを使った
コミュニケーション能力の向上をはかるため５台のパソコン
購入費および関連費用等について助成希望。

青木道忠 http：//www.sien-osaka.com/

ありんこの会 和歌山県

障害児・者の父母の会。週2回のピアサ
ポートとして相談事業や月4回の音楽療法
やクッキングの放課後サークル、月2回小
学生の障がい児水泳教室などを開催して
いる。

障害児と家族の地域交流・リフレッシュ事業として①トール
ペイント講座5月・9月②絵手紙講座6月10月③ふれあいコ
ンサート12月や広報活動等について助成を希望。

山本紀子 www.arinko-no-kai.com

倉吉市肢体不自由児・者
父母の会

鳥取県

一般社団法人全国肢体不自由児・者父母
の会の構成団体。肢体不自由児・者の父
母により交流を図り協力しあって一般社会
へ理解を深める活動を行う。

2016年12月7日第11回みんなのバリアフリーコンサートinく
らよし2016の開催費用および同年6月中旬予定の療育キャ
ンプの講師の講演費および交通費について助成を希望。

筏津充代 なし

住
所

活動内容 助成金の使途団体名称 代表者名

  
※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。 
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皆様のさらなるご発展・ご活躍を期待してます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                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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