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童謡文化を広める会

瀨川 千里 （せがわ ちさと）
〒273-0116 鎌ケ谷市馬込沢 2-16
TEL 047-438-3955 FAX 047-402-3956
□ コンサートの開催
■ リサイクルショップの運営
童謡コンサートの様子

【団体設立に至った経緯は?】

【実績】

代表者（声楽家）の「童謡の歌われているやさし



「みんなで歌いましょう」の会の開催

く豊かな社会創りを考えた時、歌を広めていくこ



創作活動の「童謡」の上演

とはもちろん、皆で楽しく歌い学び集う場として



1000 人で歌う童謡コンサートの開催

の記念館が必要である」との熱い想いから、知人・



童謡記念館建設を目的とした基金造成のため、

友人・音楽仲間・コーラス団員に呼びかけて団体

リサイクルショップ（事務所の一角）を運営

を設立し、今の組織が成り立ってきました。

【課題は?】
【活動の目的は】

1. 年々イベントの規模が大きくなり、回数も増え
ている中、あらゆる人たちに楽しく無事故でイ

明治から受け継がれてきた童謡を継承し、新しく

ベントに参加してもらえるよう、受付・避難誘

作られた童謡を育みつつ童謡を日本固有の文化と

導など危機管理のためのプロフェッショナルが

して確立し、継続発展させ、次代へ引き継いでい

必要になっていますが、ボランティアをしてい

くことを目的としています。

ただけるプロフェッショナルな部門の人材が不
足しています。

【団体のアピールポイントについて】

2. 組織運営においても、会計幹事、全ての分野に

A．コンサートを通して童謡記念館の設立の必要

おいて、手作りからプロへとステップアップす

性を知らせ共感してくれる会員を増やして一

る段階に来ていますが、プロにお願いする経済

日も早い、童謡記念館設立を目的としていま

力をつけるため頑張っています。

す。
B．又音楽面では、美は厳しいものであり、それ
を満たす条件も厳しいです。出来ることをの

【今後の方向性】


多くの文化財が、遺産相続等の問題で姿を消し
つつある中、著名な記念館も先細りになってい

んびりやっていく NPO ではなく、プロの眼

ます。各都道府県で点在している文化財がネッ

で全ての分野に挑戦、質の高い童謡を提供し

トワーク化することで、全国的な文化園になる

ていけるよう努力しています。

と考えています。


会の運営だけでも大変ですが、童謡の講座や展
示等ができる文化園の建設を目的に、先ずは
1000 万円の基金造成を目指して、活動を展開
しています。

協働事例紹介・データでみる NPO 活動
かまがや地域情報
かまがや地域情報の
地域情報の窓（団体）
団体）と、企画政策課（
企画政策課（行政）
行政）とのコラボレーション
とのコラボレーション

『団塊の世代対応 Web サイト事業』

-3-

★協働事業とは、行政と NPO がパート
ナーを組んで事業を行うことで、その
成果をアップさせる取組みです。

（H18 年度実施）

【事業内容】
団塊世代向けの Web サイトを立ち上げました。
これは、団塊の世代の人々が、地元で行うボランティア活動やコミュニティビジネスを始めるための情報交換
や情報提供をする場です。さらに、このサイトの掲示板を活用することで、そこに訪れた人がお互いに対話を
するようにコミュニケーションをとり合い、興味のある分野の活動を進めることができるといったネットワー
クコミュニティの場にもなります。
また、この Web サイトの運営管理には、団塊世代が参画し、
情報コンテンツの充実を図っています。
【協働による成果】
・ Web コンテンツが充実したこと。
・ 市広報紙をはじめ、様々な広報による事業の
告知ができたこと。
・ アクセス件数が着実に伸び、問合せが増えたこと。
・ 社会福祉協議会ボランティアセンターとの連携ができたこと。

データでみる
データでみる NPO 活動

～県内における NPO の活動地域～

今回は、千葉県内のＮＰＯの活動地域について取り上げてみました。
県内の NPO 法人、任意団体がどういった地域を対象に活動しているのか、その活動地域をデータでみていき
ましょう。
＜任意団体の活動分野＞

＜ＮＰＯ法人の活動分野＞

平成 19 年度千葉県実施
「NPO 活動実態・意向調査」より

一つの市町村を対象として活動している NPO 法人は、31.9%、任意団体は 57.1%。複数の市町村を対象と
して活動している NPO 法人は 31.7%、任意の団体は 20.7%。千葉県全域を対象として活動している NPO 法
人 16.3%、任意団体は 10.3%となっています。このことから、任意団体は、より地元に密着した地域で活動し
ている団体が多く、NPO 法人は、より広い範囲で活動している団体が多いことがわかります。
新しい市民活動の形として、従来のボランティア活動の枠に当てはまらない活動を、法人格を持って行って
いる NPO 法人にとって、事業の継続性や事業を続けるために必要なお金に対する考え方の違いなどから、よ
り広範囲で活動をすることが求められていると推察されます。

お知らせ・Q&A
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～ お知らせ ～
『ひと・
ひと・モノ 情報局』
情報局』を設置しました
設置しました
＊
＊
＊

団体でのイベントの人手が足りない・・・
団体の事務所を移転するので、使わなくなった机をあげたい・・・
施設で使う絵本がほしい・・・
などなど・・・・

『 探 しています （ＷＡＮＴＥＤ） 』 『差
『 差 しあげます』
しあげます 』
などの情報を掲示しています。
どんどん活用
どんどん 活用してくださいね
活用 してくださいね ♡

Q
Ｑ．
Ａ．

&

A

ある NPO 法人について
法人について知
について知りたい場合
りたい場合、
場合、千葉県や
千葉県や内閣府の
内閣府のホームページから
ホームページから、
から、
その NPO 法人を
法人を検索し
検索し、さまざまな情報
さまざまな情報（
事業報告書、貸借対照表など
貸借対照表など）
情報（事業報告書、
など）を
ることができます。
知ることができます
。

「千葉県 NPO 情報ネット
情報ネット」
ネット」に法人の
法人の役員名と
役員名と住所が
住所が掲載されているが
掲載されているが、
されているが、いかがなものでしょうか？」
いかがなものでしょうか？」
2006 年 4 月に「オンライン化法」の仕組みを導入したことにより、事業報告書等の情報公
開は、インターネットが原則となりました。千葉県では、インターネット上、社員名簿は非
公開、役員名簿は公開としています。役員情報は法人のいわば『公人』としての情報であるこ
と、登記により既に公開となっている等の理由によります。
NPO 法人は情報公開することで、活動について、市民の共感を得ていくことが大切ではあり
ますが、個人情報保護の観点からの考慮が必要とも思われ、内閣府 NPO 法制度検討委員会
で検討がなされています。

＊ 「具体的な危険があるなど、特別な理由があって非公開を望む場合」は、千葉県NPO 活動推進課にご相談ください。
(「ＮＰＯなんでもどこでも相談 100 問 100 答」より)

鎌ケ谷市富岡 2-6-1 生涯学習推進センター（まなびぃプラザ）1 階

／ 047－401－0892
／

sikatu@city.kamagaya.chiba.jp

編集後記

今 年 度 も 残 す と ころ ２ ヶ月余 り にな

りま した。市 民活動 に関す る様 々な フ

ォーラ ムや イ ベ ント、事業 報告会な ど

が 目白押 しにな る時期 です。また、来

年 度 の事 業 に向 け て の助 成 金 申 請 の

時期 でもあ ります。

http://www.collabo-kamagaya.jp/

セ ンター には、各種助成金情報や 県内

URL／e-mail

外 各 地 で行 わ れ る Ｎ Ｐ Ｏ関 連 のイ ベ

047－401－0891

ント等 の情報も盛 りだ くさ ん です。

鎌ケ谷市市民活動推進センター

TEL／FAX

こ の機会 に、ぜ ひ市 民活動推進 セ ンタ

発行者・所在地

ー に足を運ん でみてくださ い。

平成２年に中央公民館主催による「おたよりボランティア」講座修了
者が、せっかく学んだおたよりを活用したいとの思いで、有志８名で
団体を立ち上げました。
活動の内容は、市内の特別養護老人ホーム「慈祐苑」の入居者 135
名の方に、月 1 回季節のお便りを差し上げています。
会員は現在 30 名、毎月第 3 水曜日（10 時～12 時、中央公民館、月
会費 100 円）に集まり、絵手紙、ちぎり絵、水彩、押し花等仲間同
士で得意な分野を教えあったり、アイディアを出し合い、工夫を重ね
ながら喜ばれるハガキを書いています。また、お雛様の色紙や手作り
のクリスマスプレゼントを届けたり、一緒にできる暑中見舞いや年賀
状等を作りながら交流をはかっています。
入居者や家族の方からのお礼のハガキを励みに、会員一同楽しく活動
をしています。
《連絡先
443－7387 須田さん》

新 し い出会 いが待 って います よ。

．・☆・．・写真の説明・．
・☆・．

