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特定非営利活動法人 SEIN 
 

2013 年度事業報告書 
 
期間：2013年 4月 1日 ～ 2014 年 3月 31日 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

◎2013 年度は、 
 

2 月 16 日に SEIN は 10 周年迎えました！認定 NPO 法人に向けた寄附集めを実施！ 
2 月 16 日にＳＥＩＮは 10 周年を迎えました。 

そこで、次のステップへ向かうために寄附集めをスタート。 
2014 年度以降に認定ＮＰＯ法人をめざす一歩を踏み出し始めました。 

http://www.pangea-sein.com/topics/seclet/ 
 

SEIN の新たな展開、ソーシャルビジネスガイドライン作成業務がスタート！ 
日本全国、どこでも課題になりつつある超高齢化。 

堺市でもこれからの地域のあり方を模索していく必要があります。 
そこで、2013 年度 3月より、堺市と連携して、 

コミュニティの課題解決×ビジネスであるソーシャルビジネスの事例を調査し、 
ガイドライン（入門書）を作成する事業を行うことが決まりました。 
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１．市民活動支援事業  ５ページ 
（１） SEIN の NPO 支援センター運営事業 

① 南大阪ＮＰＯ白書を使った展開→関係セクターへの勉強会の実施 
② SEIN の 10 周年に向けた取り組み 

（２） 堺市市民活動コーナー運営事業 
①堺市市民活動コーナーと堺市民活動サポートセンターの統合に向けた取り組み 

 
２．コミュニティカフェ運営事業  ６ページ 

① 親子ルームを使った親子向けの取り組み 
② 管理栄養士を活かした事業展開の検討と実践 

 
３．市民活動団体に関する情報発信支援事業 ７ページ 

① 南大阪 Com＊Comの今後の展開 
② ブログガイドボランティア＆ソーシャルライターを育てる 
③ 情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる 

 
 ４．参加型の話し合いの場の企画・運営事業 ９ページ 
   ①参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実 
 
 ５．市民活動団体の事務局支援事業 １０ページ 
   ①事務局員を雇用できない NPOへのシェア事務局員派遣モデルの検討 
 
６．市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業  

１０ページ 
  ①南大阪に所在地をおく 80 団体の実態調査の白書を発行 
 
［内部への取り組みとして］ 
  ①SEIN を支えていただいている会員さんとのコミュニケーションの取り組み 
  ②SEIN スタッフの内部研修 
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１．市民活動支援事業 
 
事業名	 市民活動支援事業	 

（１） SEIN の NPO 支援センター運営事業	 

①南大阪 NPO 白書を使った展開→関係セクターへの勉強会の実施	 

②SEIN の 10 周年に向けた取り組み	 

（２）堺市市民活動コーナーの運営事業	 

	 	 	 ①堺市市民活動コーナーと堺市民活動サポートセンターの統合に向けた取り

組み	 

事業目的	 	 市民が自主的・自発的に行う活動を「ネットワークづくり」「運営・設立相談」「運

営に役立つ情報提供」「NPO を担う人材育成」によって支援する。	 

	 

（１）SEIN の NPO 支援センター運営事業	 

①南大阪 NPO 白書を使った展開→関係セクターへの勉強会の実施	 

議員勉強会を開催！その後、協働環境調査を実施し、首長コメントを含めた報告書を発行。 
【成果】	 

１．近畿圏内の市民協働担当又は、ＮＰＯ支援センターに南大阪ＮＰＯ白書を送付しました。	 

２．7 月 4 日は、南大阪の議員向けに勉強会を実施しました。	 

３．7 月以降に IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]が 2004 年から 4 回にわたって実施し

た「ＮＰＯとの協働環境調査~協働環境“活用度”調査」を基に、南大阪におけるＮＰＯとの協

働環境に関する調査を南大阪の市町村 22 自治体を対象に実施しました。その結果を受けて、首長

コメントをもらい、3 月末に報告書を発行しました。	 

【課題】	 

１．今年度は、議員向けへの勉強会はできましたが、その他の関係セクター（企業・行政）への

勉強会が実施できず、今後も日時の設定や内容等を検討していく必要があります。 
 
②SEIN の 10 周年に向けた取り組み	 

43 名の方に参加いただき、10周年の集まりを開催。 
【成果】	 

１．12 月 1 日に 10 周年を祝う会と認定ＮＰＯ法人の寄附パーティを開催し、43 名の方にご参加

いただきました。	 

２．認定ＮＰＯ法人に向けての寄附も 2013 年度は 50 人集まりました。	 

【課題】	 

１．中間支援組織であるＳＥＩＮに寄附することにより、何に活かされるか、社会にどう貢献で

きるかの明文化に時間がかかりました。そして今後も議論しながら進めていく必要があります。	 

２．堺市内に所在地をおく 10 周年を迎えた 76 法人の団体とこの機会でつながって事業をすると

いうところには至りませんでした。今後の市民活動のビジョンを考えながら、協働関係を築いて

いく仕組みづくりが必要です。 
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（２）堺市市民活動コーナー運営事業	 

①堺市市民活動コーナーと堺市民活動サポートセンターの統合に向けた取り組み 

市民活動活性化における基本方針の改訂版の発行が決定し、コーナーも積極的に参加！ 
【成果】	 

１．長年働きかけ続けてきた、市民活動活性化における基本方針の改訂版が	 発行されることが決

定し、堺市市民活動コーナーを運営しているＳＥＩＮとして、また中間支援組織のＳＥＩＮとし

て、しっかり関わっていくことが決まりました。	 

【課題】	 

１．どういう方向性で基本方針をまとめていくのかが、まだ市民生活部の中でまとまっていない

ため、2 年かけての取組みとなります。その中で、実態調査やこの改訂版発行に向けての関わり

方を決めていく必要があります。	 

	 ◎もっと詳細は、P.12	 

	 

２．コミュニティカフェ運営事業 
 
事業名 コミュニティカフェ運営事業 

① 親子ルームを使った親子向けの取り組み 
② 管理栄養士を活かした事業展開の検討と実践 

事業目的 	 人材不足である NPO の担い手として、また将来、社会を創る担い手としての“若者”

に、社会問題・地域課題（特に NPO・NGO や市民活動団体などが取り組む）を知る機

会を提供することで、若者の社会参加を促し、自立・持続した活動をめざす NPO や NGO

と若者力をつなげていく、気軽な入口としてコミュニティカフェを運営する。 

 
①親子ルームを使った親子向けの取り組み 

子育て環境白書を発行するために、ドコモの助成金を確保！絶賛、取組中！！ 
【成果】	 

１．親子ルームができたことを記念して 11 月にパンゲアマルシェを開催し、のべ 120 名ほどに参

加いただきました。	 

２．親子ルームの存在を知った方から、さらに広がり、親子ルームの予約が増えました。	 

３．親子ルームを活用して、定例的なイベントも 2 つ（こどもカフェ＠パンゲア、パンゲアママ

フィットくらぶ）、ボランティアさんによる親子ルームの壁を使った季節の貼り絵ＷＳも 2 回開催

することができました。	 

４．「地親子」の現状把握を行い、これからの必要な「仕組み」の提案に向けた、「子育て環境白

書」を発行するための費用として、ＮＰＯ法人ドコモコミュニティファンドの助成金を獲得する

ことができました。	 

５．「子育て環境白書」を発行するにあたり、南大阪の子育てＮＰＯ4 団体に集まっていただき、

1 月 27 日に第 1 回編集会議を、IIHOE の川北さんをお招きして開催しました。	 

６．コミュニティカフェパンゲアの今後の展開を考える上でも白書づくりのプロセスは、いい機

会となっています。	 	 



 

 5 

【課題】	 

１．定期的なイベントへの集客や、実際来ていただいている親子の声を集めていく仕組みづくり

が必要です。	 

２．「子育て環境白書」の発行に、右往左往しながらの取組みになっており、誰に何を伝えて、ど

う変わりたいかをもっと明確にして取り組む必要があります。	 

 
②管理栄養士を活かした事業展開の検討と実践 

子育てママの健康づくりのＮＰＯと連携し、スポーツと食から健康づくりの場を提供 

【成果】	 

１．7 月～ＮＰＯ法人みんなの Well.net と連携して、パンゲアママフィットくらぶを 9 回開催し

ました。	 

２．少人数制で健康づくりと食から見直す機会として、述べ 33 組に参加いただきました。	 

３．その後もパンゲアママフィットくらぶから通常営業に来ていただけたりとつながりづくりに

なりました。	 

【課題】	 	 

1．	 少人数（6 名定員）であることから、参加者が固定化してしまうため、新規の方にも参加い

ただける配慮が必要です。	 

	 ◎もっと詳細は、P.14	 

 
３．市民活動団体に関する情報発信支援事業 
 
事業名 市民活動団体に関する情報発信支援事業 

① 南大阪 Com＊Comの今後の展開 
② ブログガイドボランティア＆ソーシャルライターを育てる 
③ 情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる 

事業目的 	 NPO や市民活動団体の情報が一箇所で見つけられるポータルサイト(玄関)となるサイ

ト設立や、NPO や市民活動団体の情報発信を通して、	 

①堺において NPO 同士の協働を促し、	 

②NPO や市民活動団体が社会から支援を受けやすくし、	 

社会からの信頼性を高めるため 
 
①南大阪 Com＊Com の今後の展開	 

説明会＆情報発信ツール勉強会を 6回開催！のべ３９名の参加！ 
【成果】	 

１．南大阪 Com＊Com の説明会を兼ねた情報発信ツールが学べる勉強会を 6 回開催し、のべ 39 名に参

加いただきました。	 

２．他市からの講師依頼が 6 件ありました。	 

３，2013 年度の登録数は、南大阪 NPO 認証マーク取得団体	 ５０団体、堺版こんなことできますリス

ト	 ３６団体、堺 com*com	 ３５団体です。	 
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【課題】	 

１．より多くの３０団体プラスの増加をめざすも、説明会等は開催しましたが、南大阪ＮＰＯ認証マ

ークを取得してもらうところまではいかず、登録数増にはつながりませんでした。	 

２．今後、限られた人員の中で、登録団体や潜在的な登録団体とのコミュニケーションを図れる仕組

みを作る必要があります。	 

３．また、外部人材（インターンシップ生）を受け入れる体制を PR する必要があります。	 

 
②ブログガイドボランティア＆ソーシャルライターを育てる 

ソーシャルな人財を育成する場作りを行い、のべ 84名参加！ 
【成果】	 

１．毎月開催する市民ブロガー養成の場、ぶろぐカフェをのべ 84 名参加（台風により一月中止）しま

した。	 

２．ソーシャルライターの前に、ソーシャルメディアや発信する団体も少なくさまざまな IT ツールを

見て知って学ぶセミナーを多く開催。また、NPO×IT エキスポとして５０名の参加者が集まりました。	 

【課題】	 

１．発信ツールを発信し続ける中で、次の課題は現場への定着化です。代表理事クラスへの啓発と、

現場担当者／発信担当者への指導・啓発をより具体的に提案していく必要がある。	 

	 

③情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる 

7 団体のモバイル対応型HP制作を行う！36種類の紙媒体を作成！ 
【成果】	 

１．７団体の HP を新規に作成しました。特に平均単価が１０万円にあがりました。	 

２．また、常時更新料収入を得られる団体も５団体になっています。	 

３．HP 作成に関わる中で、現場の IT お困り事を解決するプライベートレッスン件数（７件）もリピー

ター化しています。	 

●紙媒体	 

紙媒体作成に関し、特に口コミから派生的に拡がり受注が安定しています。	 

	 ・紙媒体作成	 ２１件	 

	 ・ポスター作成	 ６件	 

	 ・名刺作成	 ８件	 

	 ・年賀状	 １件	 

【課題】	 

・作成後の請求業務が遅れたりと、業務ラインが安定的ではありません。仕組みとして、検討する必

要があります。	 

・エリアやテーマを拡げ、PR をすることで、制作件数を増やす必要があります。	 

・財源の安定化へ、保守管理費を各団体だけでなく、既存 HP 団体へ提案していく必要があります。	 

・HP の制作だけでは市場の中では弱く、今後コンテンツのまとめの苦手な方向けのライティングサポ

ートや、ファシリテーター派遣など付加価値をつける必要があります。	 

	 ◎もっと詳細は、P.14~16	 
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４．参加型の話し合いの場の企画・運営事業 
 
事業名 参加型の話し合いの場の企画・運営事業	 

① 参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実 
事業目的 	 ラウンドテーブル＝課題の共有と情報交換の場として、立場の違う人が集まり、情報交

換を行い、参加者自身が仲間や、繋がりたい団体を連れてきたくなるような場を提供し、

市民活動団体同士の自発的な協働を促進するため 

 
①参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実 

ＨＰも完成し、(株)ひとまちとも連携。仕事の依頼も16件に増加！！（昨年度実績 12件） 
【成果】	 

１．NPO 同士、組織内同士の「聴き合う関係づくり」の啓発や支援に力をいれ、会議等における安心・

安全の場づくりを広める講座を 16 件（２０１２年度実績 12 件）講座開催しました。	 

２．リピート化している依頼も増えており、実績値として増加しています。	 

３．講座内容も、単発の講座から、数日にわたり育成する講座依頼に変化しています。	 

４．ファシリテーターの師匠であるちょんせいこさんが、株式会社ひとまちとして開始し、講師派遣

の協定を結びました。	 

【課題】	 

１．講座の受け入れや内容を確認できる HP を構築完了しました。	 

２．平均単価 UP と、認知度をあげるためのマーケティングにチカラを入れる必要があります。	 

	 ◎もっと詳細は、P.16~17	 

	 

５．市民活動団体の事務局支援事業 
 
事業名	 市民活動団体の事務局支援事業	 

	 ①事務局員を雇用できないＮＰＯへのシェア事務局員派遣モデルの検討	 

事業目的	 	 NPO 自体の事務局を担う人材不足を支援することで、NPO の円滑な運営に協力し、

より活発な NPO 活動を促進するため。	 

 
①事務局員を雇用できない NPO へのシェア事務局員派遣モデルの検討	 

ＮＰＯ法人観濠クルーズSakai の事務局支援＋企業のＣＳＲ活動の事務局として2
件関わる！ 
2013 年度は実施しませんでした。	 

NPO 法人観濠クルーズ Sakai の電話受付と会員名簿の事務局支援は継続して実施しました。	 

2012 年度より、住友ゴム CSR 基金助成金の事務局を受託し、実施。2013 年度は 5 団体への助成を

行いました。また、2013 年度より、大阪ガスのＣＳＲ推進室とも連携し、子育て支援ＮＰＯネッ

トワーク会議のファシリテーターとして関わりました。	 

	 ◎もっと詳細は、P.17	 
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６．市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業 
	 

事業名	 市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業	 

	 ①南大阪に所在地をおく 80 団体の実態調査の白書を発行	 

事業目的	 	 堺市内の NPO や市民活動団体の現状を正確に把握し、社会に発信、提言していくこ

とで、NPO や市民活動団体が自立した活動がしやすくなる環境整備を行うため。	 

 
	 

①南大阪に所在地をおく 80 団体の実態調査の白書を発行	 

2013 年度は実施できず。 
南大阪 Com＊Com の南大阪認証マークの団体を 80 団体に増やせなかったこともあり、2013 年度は

実施することができませんでした。	 

	 

【内部への取り組みとして】	 

	 

①SEIN を支えていただいている会員さんとのコミュニケーション！！の取り組み	 

10 周年の記念イベントや寄附集めの呼びかけをし、寄附のご協力をいただく！ 
メルマガ等を活用してのコミュニケーションは図れませんでしたが、10 周年を記念したイベントの

呼びかけや報告等を行い、一部の方には寄附をいただきました。	 

	 

②SEIN スタッフの内部研修	 

外部の研修に参加。コアスタッフで読書会も開催！ 
１．外部の研修にも積極的に参加し、岡山、東京（2 回）に行きました。	 

２．毎週火曜日の朝一に行っている朝会議を一時期読書会にしました。	 

	 読書会を通して、SEIN 全体やコミュニティカフェパンゲアの事業の客観的に見て、話し合う

機会を持ちました。	 

３．堺市市民活動コーナーの相談力を向上するために、相談事例の学び合う場を作りました。	 

	 

【その他】	 

①メディア掲載	 

【寄稿】	 

	 １．公職研	 月刊『地方自治職員研修』9 月号	 

	 	 	 「南大阪の公益活動を深化さすために	 ~南大阪の情報開示を拡げるプロジェクト~」	 

	 ２．地球環境パートナーシッププラザ	 【つな環】第 22 号・2013 年 9 月発行	 

	 	 	 「地域の課題解決・理想実現のために、主体を超えた協働促進」	 

②SEIN や堺市内の NPO についての講演	 

[講演等]	 

	 １．いきいき堺市民大学にて「堺市内のＮＰＯについて」講演	 
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	 ２．帝塚山学院大学ライフデザインの講義にて事例紹介	 

	 ３．エコ大学にて「ＮＰＯについて」講義	 

	 ４．和泉ボランティア・市民活動センター	 アイ・あいロビーにて、事例紹介	 

③インターンシップの受入	 

	 １．堺・南大阪地域インターンシップ推進協議会より受入（3 名）	 

	 ２．大阪市立咲くやこの花高等学校より受入（1 名）	 

③委員や審議員として	 

１．堺区区民まちづくり会議委員	 

２．堺市地域福祉計画推進懇話会	 

３．堺市セカンドステージ応援団運営協議会	 

４．堺市緑の政策審議会	 

５．堺市老人福祉センターのあり方懇話会	 

６．街づくり夢基金の運営委員	 

７．すずめ踊り協賛会の監事	 

８．和泉市市民活動支援制度判定会委員	 

９．河内長野市文化振興計画推進委員会委員	 

10．堺市社会福祉協議会ふれあい助成金審査委員	 

④積極的に外部のイベントへの出店	 

【パンゲアのＰＲ】	 

	 １．みどりのつどいにて食べ物ブース	 

	 ２．かわちながの世界民族音楽祭の食べ物ブース	 

【その他】	 

	 １．ボランティア・市民活動フェスティバル＠堺社協のイベントにて、市民活動トークライブのコ

ーナーを社協と二者協働で運営する予定でしたが、台風でイベントが中止になりました。	 
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□実施概要□ 
１．市民活動支援事業 
（１）SEIN の NPO 支援センター運営事業	 

①南大阪ＮＰＯ白書を使った展開→関係セクターへの勉強会の実施	 

１．きちんと活動しているＮＰＯの情報をきちんと発信するプロジェクト「南大阪ＮＰＯのチラシあ

つめまし展」を開催しました。	 

	 6 月 22 日、23 日に近鉄あべのハルカスの縁活に出展しました。複数のチラシや会報誌を展示してい

るだけではなく、南大阪の地域課題とそれに取り組む姿勢を解説するガイドをしました。	 

２．行政とＮＰＯとの協働を加速するための勉強会	 

	 「議員対象南大阪の協働が進まない 5 つの理由」	 

	 南大阪ＮＰＯ白書を活用して、南大阪 22 市町村の市議会銀を対象に開催しました。参加者：11 名	 

	 開催日時：7 月 4 日 18 時~	 場所：コミュニティカフェパンゲア	 

	 講師：IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]・川北秀人氏	 

	 主催：「南大阪の協働を考える」勉強会	 	 	 

	 	 	 	 幹事団体：すまいるセンター、ＡＳＵの会、ワークレッシュ、子育て支援ぽけっと、やんちゃ

まファミリーWith、福祉ワーカーズ泉ヶ丘ホープ、えーる、SEIN で呼びかけを行い実施しま

した。	 

３．IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]が 2004 年から 4 回にわたって実施した「ＮＰＯとの

協働環境調査~協働環境“活用度”調査」の南大阪 22 市町村を対象に実施。（全市町村から返信あり）	 

	 その結果を受けて、首長コメント（22 市町村中 21 市町村から返信あり）をもらい、3 月末に報告書

を発行しました。	 

②ＳＥＩＮ10 周年に向けた取り組み	 

12 月 1 日（日）に下記の流れで「10 周年記念式典」を開催しました。	 

第一部：	 

	 １．１０周年のご挨拶［NPO 法人 SEIN	 代表理事	 湯川まゆみ］	 

	 ２．みんなで乾杯＆鏡割り	 

	 ３．１０周年を記念して［大阪府立大学准教授	 小野先生（SEIN 理事）］	 

	 ４．歓談と軽食	 

	 ５．ＳＥＩＮを取り巻く関係者インタビュー	 

	 	 	 ①コミュニティカフェ運営事業［あすなろ授産所	 林	 所長］	 

	 	 	 ②情報発信支援事業［ＮＰＯ法人コミュニティリンク	 代表理事	 細谷崇さん］	 

	 	 	 ③ＳＥＩＮを支えていただいた会員さん［森山	 百恵さん］	 

	 ６．これまでの 10 年これからの１０年	 

	 	 	 http://prezi.com/2tdeijr0gece/1010/	 

第二部：	 

	 ７．１０周年記念ライブ［のこぎり演奏家／作曲家	 サキタハヂメ（堺出身）］	 

	 ８．閉会の言葉	 

のべ 43 名にご参加いただき、お花も頂戴しました。	 

また、当日の写真撮影を上さんにしていただき、その写真等のアルバムもご寄付いただきました。	 

	 



 

 11 

（２）堺市市民活動コーナーの運営事業	 

①堺市市民活動コーナーと堺市民活動サポートセンターの統合に向けた取り組み	 

１．2013 年度は、三者会議を 4 回開催しました。	 

	 5 月 7 日、6 月 11 日、8 月 9 日、9 月 17 日に開催。	 

	 ・三者で協働事例を一緒にヒアリングに行く取り組みを行いました。	 

２．2013 年度、堺市市民活動コーナーは 1 年契約だったため、3 月に 2014 年度~2016 年度のコーナー

委託のためのプロポーザルコンペを開催し、3 年間継続して運営することが決まりました。	 

	 しかし、今までは 1 年契約の 3 年更新だったのが、2014 年度より 3 年契約となったため、保証金を

用意する必要が発生し、多額の保証金を市に納める必要がありました（240 万円程度）。	 

	 今後、協働事業を考える上で、こういった仕組みを変えていく必要性があると認識し、働きかけて

いく必要があります。	 

	 

〔ＮＰＯマネジメント講座と市民活動☆交流かふぇと NPO 実務まごのて講座の開催実績〕	 

①ＮＰＯマネジメント講座	 ~市民活動パワーアップセミナー~	 

	 開催内容	 開催日時	 参加人数	 

第 1回	 
ＮＰＯの社会における役割について	 

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］・代表	 川北秀人氏	 

7 月 22 日（月）	 

18 時～20 時 30 分	 
16 名	 

第２回	 
事務力アップで組織を変える！社会が変わる 5つのポイント！	 

（特活）岡山ＮＰＯセンター・理事	 石原達也氏	 

8 月 29 日（木）	 

18 時～20 時 30 分	 
22 名	 

第３回	 
市民活動のファンドレイジング（資金調達）のコツを学ぶ！	 

（社福）大阪ボランティア協会・事務局主幹	 岡村こず恵氏	 

9 月 12 日（木）	 

18 時～20 時 30 分	 
18 名	 

第４回	 
認定ＮＰＯ法人を取得するためのコツを学ぶ	 

認定ＮＰＯ法人宝塚ＮＰＯセンター	 若林雄一氏	 

11 月 21 日（木）	 

18 時～20 時 30 分	 
9 名	 

第 5回	 
地域課題をビジネスで解決する方法！！	 

（特活）大阪ＮＰＯセンター・事務局長	 堀野亘求氏	 

12 月 12 日（木）	 

18 時～20 時 30 分	 
15 名	 

第６回	 
今、知りたい！ＮＰＯの常歩発信	 

（特活）ＳＥＩＮ・事務局長	 宝楽陸寛氏	 

1 月 16 日（木）	 

18 時～20 時 30 分	 
9 名	 

	 

②市民活動☆交流かふぇ	 

	 開催内容	 開催日時	 参加人数	 

第 66 回	 
まわしよみ新聞をやってみよう！	 

~共感とコミュニケーションで NPO の可能性を拓く~	 	 

5 月 21 日（水）	 

18 時～20 時	 
12 名	 

第 67 回	 
文化を切り口に人をつなげる	 

~人でまちを変える	 プロセスのデザインが当事者を増やす~	 

7 月 26 日（金）	 

18 時～20 時	 
18 名	 

第 68 回	 
大人の発達凸凹と地域での活動	 

~発達障がい（凸凹）をもつ当事者活動と支援のあり方~	 

9 月 17 日（火）	 

18 時～20 時	 
28 名	 

第 69 回	 
民学産官のチカラ	 

~泉北ほっとけないネットワークの事例~	 

11 月 19 日（火）	 

18 時～20 時	 
5 名	 

第 70 回	 
地域×商店街	 

~ガシバル実践記~	 

1 月 24 日（金）	 

18 時～20 時	 
9 名	 

第 71 回	 
大阪を盛り上げる！！	 

~FAVVO 大阪でクラウドファンディング~	 

3 月 28 日（金）	 

18 時～20 時	 
16 名	 

	 

③NPO 実務まごのて講座の開催	 

開催内容	 開催日時	 参加人数	 

会計基礎から決算書作成まで	 とことん会計	 実務者講座	 

とことん！会計基礎~税務講座	 【平日】	 

3 月 20 日（木）	 

18 時～20 時	 
5 名	 

会計基礎から決算書作成まで	 とことん会計	 実務者講座	 

とことん！会計基礎~税務講座	 【土】	 

3 月 22 日（土）	 

10 時～12 時	 	 
9 名	 
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会計基礎から決算書作成まで	 とことん会計	 実務者講座	 

とことん！新会計基準準拠	 決算書（活動計算書）作成	 【平日】	 

3 月 24 日（月）	 

18 時～20 時	 	 
10 名	 

会計基礎から決算書作成まで	 とことん会計	 実務者講座	 

とことん！新会計基準準拠	 決算書（活動計算書）作成	 【土】	 

3 月 29 日（土）	 

10 時~12 時	 
4 名	 

事業報告書作成講座	 【平日】	 
3 月 17 日（月）	 

18 時~20 時	 
1 名	 

事業報告書作成講座	 【土】	 
3 月 23 日（日）	 

14 時~16 時	 
6 名	 

	 	 会計講座：税理士	 上田	 光隆氏、事業報告書作成講座：行政書士	 楠井	 健一氏	 

	 

２．コミュニティカフェ運営事業 
①親子ルームを使った親子向けの取り組み	 

１．2 歳~6 歳までの子どもための料理教室「こどもカフェ」を開催しました。	 

	 4 月 9 日・4 月 20 日、5 月 21 日・25 日、6 月 18 日・22 日、7 月 16 日・20 日、8 月 3 日・20 日、9

月 17 日・21 日、10 月 8 日・26 日、11 月 19 日・30 日、12 月 14 日・17 日、1 月 21 日・25 日、2 月

18 日・22 日、3 月 18 日・22 日に開催し、のべ 118 人の子どもたちが参加しました。	 

	 参加者が集まらず 3 回（9 月 17 日、10 月 8 日、2 月 18 日）は中止となりました。	 

２．親子ルームを活用してもらうために、親子ルームを紹介するフライヤーを創りました。	 

	 ママ友同士の勉強会の場としても活用いただきました。（講座＋ランチ付き）	 

	 

②管理栄養士を活かした事業展開の検討と実践	 

下記の通り、実施しました。	 

	 
日時	 

※いずれも（月）10 時~	 
テーマ	 参加者人数	 

１	 7 月 22 日	 肩こり＆腰痛改善ごはん	 大人 6名・子ども 6名	 

２	 8 月 19 日	 夏場の冷えにご用心！むくみ改善	 大人 2名・子ども 1名	 

３	 9 月 30 日	 穏やかな気持ちになろう！	 大人 5名・子ども 5名	 

４	 10 月 21 日	 アンチエイジング！	 大人 2名・子ども 2名	 

５	 11 月 18 日	 脂肪を燃やしてナチュラルなカラダをつくる！	 大人 3名・子ども 3名	 

６	 12 月 16 日	 
リンパの流れをスムーズに	 

～身体キレイ！老廃物さよならエクササイズ～	 
大人 2名・子ども 2名	 

７	 1 月 20 日	 めざせ！素肌美人	 大人 3名：子ども 2名	 

８	 2 月 17 日	 腸内環境を整える	 大人 5名：こども 5名	 

９	 3 月 17 日	 肩こり＆腰痛	 大人 5名・子ども 5名	 

	 	 合計（のべ）	 大人 33 名・子ども 31 名	 

	 ＊ママフィットくらぶの講師：森永裕美さん、塚田麻美さん（みんなの well.net フィットネストレーナー）	 

	 ＊管理栄養士からのワンポイントアドバイス：金田	 実穂（SEIN 管理栄養士）	 

 
３．市民活動団体に関する情報発信支援事業 
①南大阪 Com＊Com の今後の展開	 

【情報流通促進に関する活動】	 

・NPO×IT エキスポ(８月２３日１８時~)	 ５０名参加	 ＠コミュニティカフェパンゲア	 

【comcom 説明会】	 

◆Facebook を NPO として使いこなそう！	 

①6 月	 26 日（水）18 時 30 分～20 時 30 分	 

②7 月	 25 日（木）14 時 00 分～16 時 00 分	 
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◆blog で情報発信！	 (HP 作るその前に）	 

①6 月	 27 日（木）14 時 00 分～16 時 00 分	 

②7 月	 31 日（水）10 時 00 分～12 時 00 分	 

◆「今が旬」の情報ツールを使って組織力 UP！！	 

①6 月	 28 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分	 

②7 月	 29 日（月）18 時 30 分～20 時 30 分	 

【ミニ勉強会】	 

◆10 月 25 日	 19 時~	 

ChatWork を実際に導入するには？～NPO が“今すぐ”使える IT・Web ツールを学びほぐす会～	 

【外部講師】	 

堺市：堺市市民活動コーナー	 

	 	 	 市民活動パワーアップセミナー	 

	 	 	 「今、知りたい！	 NPO	 の情報発信～ソーシャルグッドな	 21	 のコツとツボ！～」	 

	 	 	 堺市生きがいワーカーズ養成講座「Facbook/ブログ入門講座」	 

阪南市：市民活動サポートセンター主催	 Facebook デビュー講座	 	 

大阪市：大阪ボランティア協会	 大阪市ボランティア活動活性化支援セミナー	 

	 	 	 	 	 「広報発信力向上！フェイスブック団体ページをつくろう」	 

東大阪市：東大阪市主催	 CANPAN 団体登録・ブログセミナー	 	 

大阪狭山市：大阪狭山市立中央公民館	 大人の寺子屋にて Facebook セミナー	 	 

神戸市：あすてっぷ神戸	 フェイスブックをはじめよう！セミナー担当	 

②ブログガイドボランティア＆ソーシャルライターを育てる	 

さかい Com＊Com の利用活性化のために、ブログガイドボランティアを育成し、サイトの普及とユーザ

ーへのフォロー体制の構築を行ないました。また、隔月で、ブログカフェを開催しユーザーフォロー

のためのブログカフェを開催し、ユーザーフォローのためのブログカフェを２０１０年８月より通算

４３回開催し、啓発のための講座開催も行ないました。	 

【ぶろぐカフェ】	 

■実施日：4/17・5/15・6/19・7/17・9/19・10/16・11/20・12/18・1/15・2/19・3/19	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 毎週第 3 水曜日	 ※8 月のみ台風により中止	 

■参加者数：のべ 84 名	 	 	 	 ■対象者：Com＊Com ブロガー（堺人ブログ）・ブログ講座受講生	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 さかい Com＊Com ブログ登録団体	 

③情報発信事業を収入の柱とする基礎をつくる	 

【実績】	 

	 ■リーフレット等（８団体・３６種類）	 

・ 河内長野ロータリークラブ	 未来文化芸術際	 

・ 大阪府行政書士会堺支部	 チラシ・ポスター	 

・ 未来ポシェツト	 名刺・年賀状	 

・ ㈱ひとまち	 名刺・封筒	 

・ Link みいけ	 リーフレット	 

・ Link にわしろ	 リーフレット	 

・ パル茅渟の里	 パンフレット	 

	 

■HP（7 団体）	 

大阪多様性教育ネットワーク	 www.oden.in	 

全国共通 DV ホットライン	 dvhotline.net	 

堺まち極	 	 	 sakaimachikiwame.net	 

株式会社ひとまち	 wbmf.info	 

堺放課後等デイサービス連絡会	 	 

sakai-houkago.net	 

未来ポシェット	 mirai-po.com	 
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・ みきた作業所	 リーフレット・横断幕	 河内長野世界民族音楽祭	 

 
４．参加型の話し合いの場の企画・運営事業 
①参加者同士で聴き合う関係（ネットワークづくり）ができる講座内容を充実	 

●テーマ型	 

【studio-L】	 

社員向けファシリテーター養成講座（一般社団法人	 ワークショップデザイナー）	 

大阪府営公園（仮称）泉佐野丘陵緑地パークレンジャー養成講座市民ファシリテーター養成講座	 

【ホワイトボード・ミーティング	 フェア】	 

NPO 向けホワイトボードミーティング講師	 

●大阪府	 

【堺市】	 

堺市生涯学習者養成講座（コミュニケーショントレーニング）	 

	 	 	 生きがいワーカーズのコーディネーターとして研修	 

【大阪狭山市】	 

生涯学習アドバイザー養成講座「大人の寺子屋」市民ファシリテーター養成講座	 

【和泉市】	 

和泉市男女共同参画センター	 市民ファシリテーター養成講座	 

【河内長野市】	 

河内長野市小学生連合児童会	 子どもファシリテーター養成講座	 

河内長野市第５次総合計画	 子ども未来予想図ファシリテーター	 

【貝塚市】	 

貝塚市	 市民活動ファシリテーター養成講座	 

【伊丹市】	 

伊丹市文化振興財団（伊丹オトラク）	 ファシリテーター養成講座	 

●広島県	 

【福山市】	 

福山市市民参画センター	 ファシリテーター養成講座	 

●京都府	 

【宇治市】	 

宇治市ボランティアセンターにてファシリテーター養成講座	 

【舞鶴市】	 

舞鶴市男女共同参画センター	 にてファシリテーター養成講座	 

【京都市】	 

京都市女性指導者研修にてファシリテーター研修	 

●兵庫県	 

兵庫県立男女共同参画センター・イーブン	 ２日連続市民ファシリテーター養成講座	 

情報アドバイザー向け	 ファシリテーター養成講座	 

【尼崎市】	 

尼崎公民館	 ２日連続市民ファシリテーター養成講座	 
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５．市民活動団体の事務局支援事業 
①事務局員を雇用できない NPO へのシェア事務局員派遣モデルの検討	 

事務局員派遣モデルの検討に関しての事業は実施できませんでした。	 

昨年からの NPO 法人観濠クルーズ Sakai の事務局支援は継続して実施しました。	 

	 ・のんびりクルーズの電話受付（通年）	 

	 ・NPO 法人観濠クルーズ Sakai の会員名簿管理も実施（通年）	 

また、企業と協働し、2 つの事業に取り組みました。	 

	 ・住友ゴム工業株式会社が実施する CSR 基金の事務局を担う事業	 

	 	 →CSR の一環として、NPO への支援並びに社員へのボランティア情報の提供業務を実施（通年）	 

	 	 	 6 月 6 日（木）、2014 年 3 月 12 日（水）助成事業に向けたヒアリングコーディネート。	 

	 ・大阪ガスと子育て支援 NPO ネットワーク会議の事務局を担う事業	 

	 	 →大阪ガス株式会社と協働で、南大阪の子育て支援 NPO ネットワーク会議の事務局を担い、団体

同士のコーディネート及び当日の進行等を実施	 

	 	 	 9 月 25 日（水）、1 月 16 日（木）、2 月 25 日（火）、3 月 27 日（木）開催	 

 
６．市民活動団体とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業 
①南大阪に所在地をおく 80 団体の実態調査の白書を発行	 

今年度は実施できませんでした。	 

	 

７．その他 
【内部への取り組みとして】	 

①SEIN を支えていただいている会員さんとのコミュニケーション！！の取り組み	 

１．10 周年記念イベントの参加の呼びかけを行い、開催後は報告書を作成し、会員さんに送付しまし

た。	 

	 

②SEIN スタッフの内部研修	 

外部の研修に参加しました。	 

１．5 月 21 日（日・月）	 

	 	 支援力＋協働力パワーアップ研修 in 岡山	 

２．11 月 1 日（金）	 

	 	 にっぽん子育て応援団フォーラム in 東京	 

３．3 月 1 日（土）	 

	 	 午前：公益ポータル全国会議	 特別版	 

	 	 	 	 「活動・団体の立ち上げ支援~、より良い地域づくりの支援へと進化できるか」	 

	 	 午後：ＣＡＮＰＡＮ会議 2014~あらためて学び、知り、考える、ＮＰＯ活動とＣＡＮＰＡＮ~	 
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８．理事会と総会の開催について 
①SEIN 理事会	 

4 月 12 日	 議案 1：2013 年度の事業計画書について	 

議案 2：2013 年度の総会の日程について	 

5 月 20 日	 
議案 1：2013 年度の総会について	 

議案 2：総会資料について	 

8 月 5 日	 議案 1：2013 年度の事業→2014 年度を見据えて	 

10 月 7 日	 
議案 1：上半期のふりかえり	 

議案 2：下半期の取り組み	 

11 月 18 日	 

議案 1：検討案件	 

	 	 	 	 ①10 周年イベントの件	 

	 	 	 	 ②市民活動団体の事務局支援事業の見直し	 

議案 2：今年度から来年度の新規事業についての検討案件	 

	 	 	 	 ①企業支援型地域雇用創造事業について	 

1 月 20 日	 
議案 1：堺市市民活動コーナーのプロポーザルコンペについて	 

議案 2：認定ＮＰＯ法人に向けて	 

2 月 25 日	 議案 1：堺市市民活動コーナーのプロポーザルコンペについて	 

3 月 10 日	 議案１：堺市市民活動コーナーのプロポーザルコンペについて	 

②総会	 

6 月 3 日	 

第 1 号議案	 2012 年度事業報告	 

第 2 号議案	 2012 年度決算報告	 

第 3 号議案	 2013 年度役員改選	 

第 4 号議案	 2013 年度事業計画書	 

第 5 号議案	 2013 年度予算書	 
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私たちは、 
堺市内を中心に、 

市民が自主的に行う活動を応援する 
NPOです。 


