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Hands On ながさき  平成 27年度事業報告 

 

１．団体の運営 

 理事が仕事や他の団体の運営をしているため、理事会を開催することが難しくハンズオ

ンカフェで顔を合わせた時に打合せする程度となったことは今後の課題である。そのため

昨年度からの検討している、今後は常駐スタッフを置くのか、行政からの指定管理者とし

てＮＰＯ支援センターの運営を行う方向なのか、常駐のスタッフが必要なのかといったテ

ーマについての協議を進めていく。 

また、相談については専門性が要求されることも増えてきており、面談しての相談の場

合、相談料として 1 時間 1,000 円（交通費込）の相談料を設定した。今年度は個人ボラン

ティア１名が会員となった。 

 

 

２．２７年度計画の活動報告と成果 

（１）ハンズオンカフェ 

 誰でも気軽に参加してNPO、ボランティアのことについてフリートークができるハンズ

オンカフェを計 12 回開催。参加者延べ 68 名。カフェのテーマは後述の記録を参照。長

崎市立図書館に出張して、市民活動と図書館との協働について意見交換を実施したり、

県民ボランティア活動支援センター主催のナイトセミナーとコラボをした。また、新し

く活動を始めた団体はカフェの参加者からの紹介により事業展開がはじまったといった

報告があった。 

 特別企画として、自然と暮らしの学校「てつなぐ」とコラボして、NPO法人ハンズオン

埼玉！の西川正理事、佐賀の子育て支援 NPOと、ハンズオンながさきのメンバーとの意

見交換を行った。 

 

（２）ハンズオンクリニック 

 個別相談 34件。相談内容は、ボランティアの募集、団体の紹介、会計処理、イベント開

催、広報、活動の方向性、団体設立の方法、団体運営、助成金の企画相談など。相談者

はこれまで関係を作ってきた NPO（法人、任意団体）や個人ボランティアからが多く、

ブログや人づてに聞いて相談に来たという新規の相談者は少なかった。 

 

（３）行政等への協力 

 公益財団法人 県民ボランティア振興基金主催 災害ボランティアコーディネーター研

修の活動報告者として参加した。 
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３．その他の活動報告と成果 

①情報提供 

 ブログで随時情報を提供。年度計 222回更新。継続的に情報を発信しNPOの活動をサポ

ートした。ブログと facebook、twitterをリンクさせ相乗効果を高めた。 

 テーマは、助成金、災害支援、団体マネジメント、ボランティア募集、ラジオ番組、市

議会議員へのアンケート等。 

 

②長崎市議会議員へのアンケート調査の実施 

2015 年 4 月に行われた長崎市議会議員選挙で当選した 40 名の議員を対象に市民活動へ

の意識を調べるため、長崎市の市民活動団体 19団体が連名でアンケート調査を実施した。

14 名の議員から回答があり、分析をした結果を公表した。市民活動に対する関心を高め

ることと、市民活動と市議会議員との関係づくりを目的として 28年度に意見交換会を実

施する方針とした。その準備として長崎市出前講座を利用して、長崎市議会事務局職員

を講師として「議会の仕組みと議員の仕事」について学んだ。 

 

③他県の中間支援団体との情報交換 

 5 月に開催された VCN ふくおかの定例会をきっかけとして、福岡の NPO 法人ミディエ

イド、佐賀の佐賀未来創造基金、大分のおおいたボランティア・NPOセンター、ハンズ

オンながさきの 4 者が 8 月と 3 月に集い、運営等など現状と市民活動支援の課題につい

て意見交換を行った。今後も年間２回ほど意見交換会を実施することとなった。 

   

④災害支援活動 

27 年 9 月に発生した茨城県常総市の災害ボランティアセンターの運営支援ボランティア

として 5 日間活動した。また、発災から５年が経過した東日本大震災の支援活動を行う

NPO、学生等の支援を行った。 

 

⑤ラジオ番組「なないろパーク」の収録と放送開始 

 長崎シティ FM とアートクエイクの協力で、ながさきのまちづくりについて自由に話し

合う番組を７月から隔週でスタートした。「なないろ」は誰でも、「パーク」集える場所

と言う意味。様々な分野で活動する分野のNPOや事業主をゲストとして16回収録した。 

 

⑥NPO主催のイベント等への参加 

長崎市内を中心に NPO が主催するイベント等に参加しＮＰＯの活動の実態を把握する

と共にその都度できる限りのアドバイス、協働できそうな資源の紹介、コーディネート

などを行った。 
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⑦雑誌への寄稿 

 年２回発行する「ふくしと教育」（大学図書出版）にハンズオンながさきとして市民活動 

への参加を促すテーマのコラムを寄稿した。 

 

⑧各種研修会等への参加 

行政、支援センターが主催する研修会に参加した。テーマはボランティアマネジメント、

協働など。 

 

 

４．活動記録 

27年 4月 

○ブログ更新（更新 30回） 

○4/2 ハンズオンクリニック（ＮＰＯ法人の特長について） 

○4/3 ハンズオンクリニック（団体立ち上げ時の助成金について） 

○4/8 ハンズオンクリニック（ブログをメインにした広報について） 

○4/18 長崎市議会議員への質問内容検討会議（長崎市：19団体賛同、5名参加） 

○4/22 ハンズオンカフェ（会則の作り方予算書、決算書の作り方 4名） 

○4/23 ハンズオンクリニック（指定管理者の特長について） 

○4/23 長崎市議への質問事項のため議会事務局訪問 

○4/28 長崎市義への質問状発送 

 

27年 5月 

○ブログ更新（更 31回） 

○5/4 ハンズオンクリニック（当事者団体の設立について） 

○5/6 長崎市義への質問事業の今後の展開について賛同団体と協議 

○5/15 ハンズオンクリニック（県民ボランティアセンターから講師とのつなぎの相談） 

○5/21 長崎市議の議員室訪問（2会派 2名に挨拶と質問回答の御礼） 

○5/23 ボランティアコーディネーターネットワーク福岡定例会で発表（福岡市） 

○5/24 北部九州の中間支援組織ネットワークづくりの話し合い（福岡市） 

○5/27 ハンズオンカフェ（会則、予算書、決算書の項目等について 3名） 

○5/28 ハンズオンクリニック（パーキンソン病患者会設立総会の相談） 

○5/29 ハンズオンクリニック（長崎市アマランスの指定管理者制度移行について） 

 

27年 6月 

○ブログ更新（更新 30回） 

○6/2 長崎市議のアンケートに関する分析会議（出島交流会館 7名） 
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○6/2 シティＦＭより番組担当の相談 

○6/4 長崎市立図書館よりフリーペーパーへハンズオンながさきの掲載依頼 

○6/4 ハンズオンクリニック（広報力強化セミナーの助成金紹介） 

○6/5 ハンズオンクリニック（介護報酬改定にかかる給与規程の見直し） 

○6/6 長崎市提案型協働事業報告会及び説明会参加（長崎市） 

○6/6 ハンズオンクリニック（こどものいじめ相談、支援活動の組織化） 

○6/9 ハンズオンクリニック（組織のマネジメント） 

○6/22 ハンズオンクリニック（長崎市の中間支援組織について） 

○6/23 シティＦＭ番組打ち合わせ（長崎市） 

○6/24 ハンズオンカフェ（ウェブの困ったことを解決するプログラム作り 7名） 

○6/24 ハンズオンクリニック（市民活動団体と図書館のコラボ） 

○6/24 ハンズオンクリニック（団体紹介依頼 ながさき海援隊） 

 

27年 7月 

○ブログ更新（更新 16回） 

○ラジオ番組「なないろパーク」7/25スタート（隔週土曜日午前 10時～10時 30分） 

○7/14 シティＦＭラジオ番組「なないろパーク」収録（番組の趣旨等説明） 

○7/15 長崎市議会議員へのアンケート結果公表（市民活動団体有志ネット１９団体） 

○7/22 ハンズオンカフェ＠図書館（図書館×市民活動 15名） 

○7/22 ハンズオンクリニック（障害者就労について学校の先生との協働の方法） 

○7/28 シティＦＭラジオ番組「なないろパーク」収録（長崎市議会議員へのアンケート） 

○7/24 ハンズオンクリニック（イベント協力者相談 個人） 

 

27年 8月 

○ブログ更新（更新 16回） 

○8/18 ハンズオンクリニック（寄付活動について） 

○8/25 ラジオ番組「なないろパーク」収録（障害者の雇用支援） 

○8/26 ハンズオンカフェ（ホームページの活用を考えよう 6名） 

○8/29 協働・総働先進地事例 小規模多機能自治を学ぶ参加（佐賀市） 

○8/29 北部九州民間ＮＰＯネットワーク設立意見交換会（佐賀市） 

 

27年 9月 

○ブログ更新（更新 3回） 

○9/8 ラジオ番組「なないろパーク」収録（小学生の教育） 

○9/19～23 常総市災害ボランティアセンター運営支援（茨城県常総市） 

○9/22 ラジオ番組「なないろパーク」収録（まちづくり） 
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○9/29 ハンズオンクリニック（チラシの作り方のアドバイザー相談） 

○9/30 ハンズオンカフェ（災害ボランティア活動報告 4名） 

 

27年 10月 

○ブログ更新（更新 8回）  

○10/6 ラジオ番組「なないろパーク」収録（公会堂の存廃） 

○10/20 ラジオ番組「なないろパーク」収録（セクシャルマイノリティ） 

○10/28 ハンズオンカフェ（図書館と市民活動のコラボ 7名） 

 

27年 11月 

○ブログ更新（更新 10回） 

○11/3 ラジオ番組「なないろパーク」収録（都市建設） 

○11/15 NPO法人のホームページ作成委員会出席（長崎市） 

○11/25 ハンズオンカフェ（がん患者の生きやすい社会を創る活動開始相談 4名） 

○11/29 平成 27年 9月豪雨災害被災地の茨城県社協、常総市社協に寄付 

 

27年 12月 

○ブログ更新（更新 9回） 

○12/1  ラジオ番組「なないろパーク」収録（がん患者の居場所づくり） 

○12/13 NPO法人講演会参加（長崎市） 

○12/14 ハンズオンクリニック（募金の手数料の適正な料率相談） 

○12/15 ラジオ番組「なないろパーク」収録（2015年を振り返って） 

○12/16 ハンズオンカフェ 県民ボランティア活動支援センターナイトセミナー参加 

○12/17 ハンズオンクリニック（ＮＰＯの会計処理等相談） 

○12/21 ハンズオンクリニック（おコメの寄贈先を探して欲しい） 

 

28年 1月 

○ブログ更新（更新 17回） 

○1/12 ラジオ番組「なないろパーク」収録（不登校ひきこもり支援） 

○1/16 ＮＰＯ法人ミディエイド訪問。3/3ネットワーク会議打ち合わせ（福岡市） 

○1/17 ハンズオンクリニック（企業の市民活動参加について） 

○1/21 ハンズオンクリニック（福島の子ども支援活動） 

○1/26 長崎市民活動団体有志ネット（市議会と議員の勉強会 8団体 14名参加） 

○1/26 ラジオ番組「なないろパーク」収録（こどもの国） 

○1/26 ハンズオンクリニック（一般社団法人とＮＰＯ法人のどちらにするか？） 

○1/27 ハンズオンカフェ（ＮＰＯ法人のＨＰ作成への意見交換 6名） 
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○1/30 不登校・引きこもり情報誌編集部主催講演会参加（長崎市） 

 

28年 2月 

○ブログ更新（更新 15回） 

○2/1 大学図書出版「ふくしと教育」2月号リレートーク寄稿 

○2/3 ハンズオンクリニック（相談スタッフ急募） 

○2/3 ハンズオンクリニック（愛知県の若者就労支援NPO照会） 

○2/4 北部九州中間支援ネットワーク会議打合せ 

○2/8 ハンズオンカフェ×てつなぐ特別企画 ハンズオン！埼玉西川さんを囲むコタツの 

会（12名） 

○2/9 ラジオ番組「なないろパーク」収録（空家利用） 

○2/12 ハンズオンクリニック（障害施設の照会） 

○2/13 ゲストハウスみなとやへのリネン類寄贈品引き取り・発送作業（長崎市） 

○2/14 がん相談支援ワークショップ講師（佐世保市） 

○2/22 ラジオ番組「なないろパーク」収録（海岸清掃活動） 

○2/24 ハンズオンカフェ（長崎フードバンクシステムズ紹介 7名） 

○2/28 ハンズオンクリニック（障害児の居場所づくりについて） 

○2/29 （公財）県民ボランティア振興基金 災害ボランティアコーディネーター研修会 

報告者（長崎市） 

 

28年 3月 

○ブログ更新（更新 21回） 

○3/3 北部九州中間支援組織ネットワークミーティング＆懇親会（大分市） 

○3/5 特製ちゃんぽんミーティング参加（長崎市） 

○3/8 ラジオ番組「なないろパーク」収録（ワーク・ライフ・バランス） 

○3/13 ハンズオンクリニック（NPO法人と一般社団法人の違いについて） 

○3/16 ハンズオンクリニック（企業との連携について） 

○3/22 ラジオ番組「なないろパーク」収録（フードバンク） 

○3/23 ハンズオンカフェ（北部九州中間支援ミーティング報告他 5名） 

○3/26 市民活動団体と長崎市議会議員との意見交換会打ち合わせ（長崎市） 

○3/26 ハンズオンクリニック（団体紹介、広報について） 

○3/26 LGBT成人式×Take it 虹！交流会参加（長崎市） 

○3/30 ハンズオンクリニック（活動拠点について） 

○3/31 ハンズオンクリニック（視察先の紹介） 


