
この一年に感謝を込めて       みんなで未来を創ろう！ 

「おもやいアワード2018」   
 
 
     
      
 
 
    
  寄付月間公式認定企画 

主催：一般財団法人くまもと未来創造基金 



今日の流れ 
13：15 受付開始    

13:30開会        

  開会挨拶   

13:35（第1部）   

 １．やおきん熊本復興ゆめ応援基金 

      ―採択団体活動報告（30分） 

 1団体5分×5団体・株式会社やおきん様より感想 

２．「オルビスくまもと未来基金」2018年活動報告       

                    （35分） 

１団体5分×6団体・オルビス株式会社様より感想 

３．オルビスくまもと未来基金 

 2019年採択団体 贈呈式       （20分） 

    ①「オルビスくまもと未来基金」 紹介 

    ②オルビス株式会社様より挨拶 

    ③助成金贈呈 

    ④採択団体活動紹介（8団体） 

       記念撮影 

15:00休憩 （10分） 

 

15:10（第2部） 

▼講演 「寄付とは未来を信じる力」 

  日本ファンドレイジング協会  

    代表理事 鵜尾雅隆氏 （40分） 

 

15:50「みんなで未来を創ろう！」 

1592チャレンジ基金 について （10分） 

 

～記念撮影～ 

 

16:00 交流会  

 

17:45 閉会の挨拶  

17:50 終了 

 

 



１．「やおきん熊本復興夢応援基金」 

活動報告 
（2017年9月～2018年8月） 







やおきん熊本復興ゆめ応援基金 
報告会（11月17日開催）の流れ 

1. 開会 一般財団法人くまもと未来創造基金 

2. 採択団体活動報告発表 （各団体10分×13団体） 

3. 途中休憩                        （140分） 

4. 交流会                     （30分程度） 

5. 閉会 





２．「オルビスくまもと未来基金」 
2018年度活動報告 



「オルビスくまもと未来基金」 
創設経緯 

【活動助成金事業】 
この助成プログラムは 

一般社団法人くまもと未来創造基金 
オルビス株式会社株式会社＆ 
株式会社LIFULL Social Funding 
との3者による協働事業です。 

 
㈱LIFULL Social Fundingとくまもと未来創造基金は、 

ORBISが運営する災害復興支援『いつもプロジェクト』におけ
る熊本地震被災地支援のアドバイス、および助成金運営業

務を行っています。 
 



株式会社オルビス「いつもプロジェクト」 
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「オルビスくまもと未来基金」3ヵ年事業 
採択対象活動内容 助成形態 基盤強

化 

1年目 
(2017
年） 
緊急期 

「緊急支援・心のケア支援」 
・災害復旧支援 ・給食支援 
・子どもや妊婦・ひとり親支援 
情報発信支援 

総額320万円 
・スタート助成 
 30万×4団体 
・ステップアップ助成
100万×2団体 

セ
ミ
ナ
ー
・相
談

会
最
終
報
告
会

開
催 

2年目 
(20１8
年） 
 
復旧期 

活動分野「子ども・女性・若者」支援活動 
・子ども地域食堂・長期休暇生活学習支援 
・子ども・ママ支援（ハロウインマルシェ） 
・子ども職業体験（「こども遊びの町」 
・女性就業支援（中小企業連携によるマッチン
グ） 
・災害支援学生ボランテイア団体ネットワーク・ 
 学び支援 

総額450万 
・20万×1団体 
・75万×2団体 
・80万×1団体 
・100万×１団体 

セ
ミ
ナ
ー
・中
間
報
告
会
・定
期
的
個
別
相
談 

交
流
会
・最
終
報
告
会
開
催
・会
計
サ
ポ
ー
ト 

3年目 
（2019
年） 
復興期 
 

活動分野「子ども・女性・若者」支援 
・コミュニティの場形成やネットワーク・連携を
活かし、継続的な生活支援・心のケア支援・就業
雇用支援ができる体制づくり 
 

総額 400万8団体 
20万×1団体 
30万×１団体 
50万×4団体 
75万×2団体 
 11 



活動団体 

①ママハタラクプロジェクト 

②熊本転入ママの会 

③ハロウインマルシェ実行委員会 

④ハンズハンズ 

⑤よかあんばいJAPAN 

⑥熊本大学災害ボランテイアサンフラワー 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動最終報告① 

塚本 薫 



団体の活動紹介 
2018年の活動 

熊本地震後、ママたちの社会復帰と中小企業の人
材不足をマッチングするために、ママたちの啓発セミ
ナーからスタートしました。 
主に、自分の見つめなおしやスキルアップ講座を毎月
開催して、ママたちの社会参画のスタートアップを支
援しています。 



企画の流れ 

受入企業セミナー 

マッチングイベント 

インターンシップ 

マッチング成立 

プロジェクト 
からの 
フォロー 

プロジェクト 
からの 
フォロー 

企業の 
PR努力 

マッチングイベントのチラシを作成。ママ向け雑誌にも掲載してママの募集。 
定員以上のママの参加者獲得。インターンシップはただいま実行中。 

参加企業 
10社 
参加者 
21名 

受入企業 
７社 
参加者 
15名 

中小企業家同友会にて、この受入に興味の
ある企業へ熊本の労働環境の現状からイン
ターシップの必要性やインターンシップの活用
や実施についてのセミナー行いました。 
 

保育付き 



マッチングイベント 
当日スケジュール 

11:00～準備 
11:30～開場・保育開始 
 ＊受付時 プラカード作成 
 ママ→自分の強み・キャリア 
 企業→自社PR・仕事内容  
12:00～事業説明 
12:05～ランチ開始 
      企業のPRタイム 
13:00～企業との交流会 
 ＊気になった企業へ話をしに行く 
 ＊企業も率先して動く 
 ＊インターンシップの約束 
15:00 終了 

同時 
開催 

PCスキル 
   チェックブース 
＊ママハタラク開発のス
キルチェック実施 

個別カウンセリングブース 

利用：4名 

利用：３名 

段取り力チェックブース 
利用：５名 



インターンシップ 

受入企業名 業種 受入数 
（延べ22名） 

株式会社桃 イベント会社・事務 2名 

エージェントこころ コールセンター 3名 

ドリームプラン 卸売業 4名 

クラシオ 建設業 2名 

あいだデザイン WEB製作等 7名 

コンパスポイント エステ・美容 1名 

サンスマイル 介護・福祉 3名 

※インターンシップは、一人につき2社までにしていただきました 

【インターンシップ開催日】 
＊12月 4日（火）～ 7日（金） 
＊12月11日（火）～14日（金） 

※インターンシップに行
く前に、ママは特設託
児所へお弁当持参で
預けに行きます。 
（これも練習） 

※報告書提出期限にはまだ終了していませんが、発表日には終了しています 



成果ー１ 
①ママの働けない事情まとめ（マッチングイベント時） 

・保育園に入りたいけど入れない（働いている証明がないと申込めない） 
・ブランクがあって現場に戻れる自信がない 
・本当に家庭と両立できるか自信がない 
・働かないといけない（経済的）のに自分の働きたい場所がわからない 
・ママが働きたい企業より、近くのパートを進められる（子どもの呼び出し対応のため） 
・どんな会社があるのかわからない 
・転勤族なので、若しくは次の子どもが欲しいので企業に迷惑をかけると思う 
・お迎えや習い事に合わせた働き方が選べない 

ママハタラクの
啓発活動の必
要性の再認識 

企業側のPRの
啓発活動を行
う必要がある 

WLBの実施の
具体的事例や
先輩の声を届
ける必要がある 

夫婦間のコミュ
ニケーションの
相談の実施 

企業側へのマ
マのスキルPRや
働き方を考える
意識の醸成 

行政へ生の声
を届ける必要

がある 

個別カウンセリ
ングの実施の
必要性 



成果ー１ 
②インターンシップ時のアンケートより（終了者2名 12/9日時点） 

■11/27 お仕事体験フェスタの感想を教えてください。 
とても良かった 
■同じくお仕事体験や企業との食事会などのイベントがあった
ら参加したいと思いますか？ 
その時次第 
■お仕事体験フェスタでは、体験先以外にも興味のある業種
はありましたか？ 
特になし 
■上記の他に体験してみたい業種や企業がありましたら、教
えてください。 
託児所、図書館、事務職 
■希望している就業形態を教えてください。 
5,6時間のパートタイム 
■お仕事体験の感想を教えてください。 
大変貴重な経験をありがとうございました。 
高齢者デイでは、入所者に穏やかに声かけされたり、体操や
折り紙をしている間に入浴させたりと、体力はいりますが、働き
手自身も心が豊かになる仕事だと感じました。 
障害者デイは幼稚園保育園と違って個別で対応しているの
で、その子に合った遊びや対応をして観察力が大切だと感じま
した。 

■11/27 お仕事体験フェスタの感想を教えてください。 
とても良かった 
■同じくお仕事体験や企業との食事会などのイベントがあった
ら参加したいと思いますか？ 
はい 
■お仕事体験フェスタでは、体験先以外にも興味のある業種
はありましたか？ 
エステ、美容業 
■上記の他に体験してみたい業種や企業がありましたら、教え
てください。 
 
■希望している就業形態を教えてください。 
5,6時間のパートタイム 
2,3時間のパートタイム 
■お仕事体験の感想を教えてください。 
長年のブランクで仕事への第一歩が踏み出せずにいましたが、
体験させていただいた事で皆さんの仕事への取り組み姿勢が
刺激になり、頑張ってみたいと思えるきっかけになりました。 

Aさん：介護職体験 Bさん：コールセンター体験 



成果ー2 

今後の経営資源の構築が重要な課題 

・これまでの活動である啓発セミナーの実施は助成とボランティアありきで開催 
・サービスとして派遣会社との連携を考えているが、自信のなさやキャリアのブランクで 
 即戦力者はほぼ皆無。派遣会社の営業をどうするか？も問題 
・ボランティアスタッフも自身の仕事とのバランスを検討する必要が出てきている 
・自分たちでできること、情報収集と時間の必要性を感じている。 

助成金に頼ら
ないキャッシュ
ポイントの構築 

これまでの活
動のまとめを情
報発信 

スタッフの疲弊
を防ぐ仕組み

づくり 

営業の方法 
の構築 

WEBの活用 

組織体制の 
構築 

メインのコンテ
ンツの構築 



今後の活動計画 

おしごと体験のインターンシップが終わり、企業のアンケートも出そろったところで、マッチングのフォローや、イン
ターンシップに参加できなかった人たちへのフォローも必要と言うところから、フォローをしながらこのイベントのまと
め・分析をしっかり行いたい 

【今後の活動のプライオリティ】 
 
①営業の構築ができるなら、従来計画していた派遣会社連携やスキルアップセミナーの実施 
②中小企業のマッチングイベントを継続して行えるような原資をつくる 
③行政への「ママの声」発信を行い、タイアップした動きへと発展させる 
④プロジェクトを発展させた事業の構築 
 



収支報告（中間＊事業未完了のため） 

費目 予算 決算 内訳 

人件費 180,000 84,000  プロジェクト運営費7,000×12月か月 

謝金 220,000  125,000 

当日スタッフ謝金5,000×5名＝25,000  

カウンセリング専門家20,000×5名 

旅費 20,000  132,000 

インターンシップ（参加者）交通費（概算）

2,000×22名×3日間＝132,000円 

  

委託費 

（委託先を明記

してください） 

120,000  260,000 

媒体ワイヤ―ママ（ﾌﾞﾚｲﾝﾄﾗｽﾄ）100,000 

託児（YELL）140,000 

通信・運搬費 20,000  20,000 電話・インターネット・郵送費   

消耗品費 115,000  36,000 

事務用品（インク等）3,000×12か月＝

36,000 

会議費 45,000  0   

印刷・製本費 50,000  0   

その他諸経費 30,000 93,000 

会場費 67,000（概算）  

当日弁当代 25,000 

合計   

区分 
金額
（円） 

内訳 

助成金 
750,000   

参加費 
0 

合計 
 750,000   

（収入） （支出） 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動最終報告② 

くまもと転入ママの会  

くまてん 

代表 東山 恵子 



団体の活動紹介 
モノがあふれＡＩ化が進む現代において、人の繋がり 

の大切さを再認識するきっかけになったのが熊本地震
でした。ライフラインも物資も滞り、情報も錯綜する中
で、不安をかき消し、勇気を与えてくれた もの。それは、

社会の『和』でした。非常事態の中で共助し、人の温か
さに触れたことが復興の原動力と なりました。クリック

ひとつで仕事も生活もできる時代だからこそ、人の繋
がりの尊さ、 社会で生きる意味を子供たちに伝えたい。 

社会づくりはひとづくり。 あそびのまちでは、社会の一

員として自ら考え行動することで、人のつながりの尊さ
を学ぶとともに、自主性・協調性など、次世代を担うこ
どもたちの社会性を育みます。 



1. 日時・会場 
日時：２０１８年１０月１３日（土） 
会場：熊本県民交流会館 パレア１０階 
参加費：５００円（保険料を含む） 

2. 参加状況 
参加対象者：２歳～小学生 
当日参加者数：３６９人（応募総数６５０名） 
ボランティア：４０名（うち中学生８名、大学生４名） 

3. 主な事前会議及び視察 
くるくる村視察（７月８日（日）） 
中学生ボランティアを対象としたこども会議を開催 
（７月２８日（土）・８月６日（月） ８月２２日・９月８日（土）・９
月２９日（土）の計５回） 

 

 

あそびのまちinくまてんタウン活動報告１ 



活動報告２ 
I. 基本の遊び方 

入館ID発行 

参加費支払う 

【受付】 

お仕事相談センター

仕事を選ぶ 

銀行 

（擬似通貨

ハッピー支

給） 

ゲームや買い物へ 

【買う・遊ぶ】 

税務署 

 

【納税】 【給料】 

公共 

機関 

【働く】 

接客

業 

第1回 第２回 第３回 第４回 第５回 

受付開始 １０：００ 10：50 １１：４０ １２：３０ １３：２０ 

受付～お仕事終了までの所要時間は１時間１０分～１時間半 

保護者の口出しはNG 

お仕事相談センターで保護者と

別れる。 



• お店・施設の内容① 
【公共機関】あそびのまちの運営に係る仕事 

お仕事相談センター・・・あそびのまちの仕組みを説明し、お
仕事を選ぶお手伝いをする。人員の振り分けなどお仕事の
管理を行う。 

役場・・・受付・インフォメーション・税金の管理・集めた税金
の使用用途を考える。 

警察・・・迷子の保護・落とし物などの保管管理などを行う。 

裁判所・・・『ネットいじめ』についての民亊裁判。事例を紙芝
居形式で説明し、代理人が討論し、裁判官が判決を下す。 

銀行・税務署・・・職種・労働時間により給与が異なるが、１回
の仕事を終え、給与を受け取りに来た参加者に窓口で１０～
１８ハッピーを支払う。隣の税務署窓口で１ハッピーの税金を
受け取る。 

新聞社・・・あそびのまちで働く人などに取材し、記事にする。 

 

 



• お店・施設の内容② 
【接客業】あそびのまちの商業施設 

スーパー・・・飲み物・食べ物・アクセ
サリーなどの販売。商品が売れるよう
ＰＯＰを作成する。 

ゲーム・・・魚釣りや輪投げなどの
ゲームの呼び込み、チケットの販売な
ど。 

雑貨屋・・・ネイルの施術、アクセサ
リー等の作成・販売。 

写真館・・・ハロウィンのトリックアート
写真館。 

お店屋さんごっこ・・・小学生以下の子
供たちの専用ブース。ペーパークラフ
トの野菜や食べ物の接客販売。 

（保護者同伴） 



成果① 
1. 定員を大幅に上回る応募数 

• 熊本市中央区内を中心とした募集であったが、天草など県内各所
より応募があった。また、小学校の土曜授業と重なったにもかかわ
らず、定員を大幅に上回る応募があり関心の高さを伺わせた。 

2. こどもの主体性・社会性の向上 

• 職業体験では、子供たちが、はじめは大人に指示されたことを、そ
の通りに行っていたが、慣れてくると自ら売れるように工夫したり、
提案するようになった。 

• また、ネットいじめ裁判では、ディベートや倫理観などをこども同士
で学びあい、役場では、税金の用途について、福祉施設の建設を
提案するなど、社会問題についての意識の向上が見受けられた。 

• 個人差はあるものの、あそびのまちの体験を通し、初対面の仲間
との協調性やコミュニケーション力、課題発見力などの社会性や
自主性が向上したように感じた。 



成果②（セミナーや個別相談での学びを
活動にどう生かしたか？） 

• メディアとの連携 
ＮＨＫの番組によるあそびのまちの告知や、地元
紙による特集記事など、信頼性の高いメディアと
の連携を図ることで、イベント自体ヘの信頼性、
安心感を高めることができた。 

• 協賛企業の参画 
当日、協賛企業の担当者に参加していただくこと
で、イベントについて理解を深めるとともに、次
回へつながる協力関係を構築した。 
 



今後の活動計画 
• 運営の組織化 

今回、大きなイベントを運営するに当たり、ガバナンスの強
化の必要性を感じた。 

事業継続のためのマネジメントシステムを構築するために、
組織を再編し、あそびのまち実行委員会を立ち上げ、大学ゼ
ミ、ＮＰＯ団体、まちづくり団体などとネットワークを広げマン
パワーの確保・運営の安定化を図る。 
 

• こども会議の内容の充実・市長選の実施 

まちのルールだけでなく、紙幣のデザインやしごとの企画内
容はこども会議で考えることで、主体であることの自覚を促
す。 

また、あそびのまち市長選を開催し、あそびのまちの参画を
活性化させるとともに、政治参画の関心を高める。 



収支報告 （中間報告） 

費目 予算 決算 内訳 

人件費 307,200 190623 

謝金 19,100 108000 

旅費 54,000 46440   

委託費 

（委託先を明記

してください） 

111500   

通信・運搬費 8200 3801   

設備・備品費

（※） 

0   

消耗品費 100,000 378075   

会議費 176,940 292207   

印刷・製本費 305,000 34506   

その他諸経費 54,000 17600   

合計 1,182,752 

区分 金額（円） 内訳 

助成金 
 1,000,000 

助 成 金
1,000,00
0  

参加費 
182,000 

364 人
×500円  

合計 
 1,182,000   

（収入） （支出） 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動最終報告④ 

ハロウィンマルシェ実行委員会 

代表：中村 絵里加 



団体の活動紹介 
平成30年10月28日、子ども達のパワーで熊本に元気と活気を！という思いから、 
復興事業とともに成長していくこども達の豊かな心と感性を育むことを目的とし、 
玉名郡長洲町の「金魚と鯉の郷広場」にて 
【こどもが主役のハロウィンマルシェ】を開催いたしました。 
 
イベント当日は穏やかな秋晴れとなり、日中は暑いほど…。 
終わってみると、熊本県内外から約9,000人の方にご来場いただきました。 
 
 



活動報告１ 

来場の子ども達
に 

お菓子の配布 

制作した 
パンフレットの配

布 

助成・協賛企業の 
ご紹介看板の設置 

100店舗以上の
SHOPと飲食店 

ハロウィンにちなん
だ体験・ワーク

ショップ 

無料キッズルーム 



活動報告２ 

何も分からない 
0からのスタートで 
２人のスタッフで始
めた手作りお化け屋

敷 

カメラマンによる 
フォト撮影会① 

こどハロオリジナル 
マスコット 

会場内を歩き回り、 
子ども達をヨロ婚 

フリーフォトブース① 

子ども達の 
愛着と擁護性を育むこと

を目的に依頼した 
ふれあい移動動物園 

フリーフォトブース② 

こどもが手作り・仕入れ
をし 

リアルな運営を体験する 
こどものおみせ屋さん 

カメラマンによる 
フォト撮影会② 



活動報告３（ステージイベント） 

キッズダンス 

長洲町マスコット 
ふれきんちゃんと 
いちごくらぶ 

ワンピースダンスユニッ
トぐらだん 

会場内を練り歩く 
ちんどんや 

LoveSambaDEES 

熊本ジュニア 
チアリーディング 

長洲町町長挨拶 



活動報告４（ステージイベント） 

家族みんなで参加♪ 
お楽しみ抽選会 

５つのスタンプを集めてくじに挑
戦！ 

スタンプラリー 

仮装コンテスト 優勝 オルビス賞 九電みらい財団賞 

くまもと未来創造基金 宮原様・オルビス 林様・九電みらい財団様に審査員と賞品提供
の 

ご協力をいただき、おかげさまでとても盛り上がった企画となりました。 



成果① 
１年かけて進めてきた企画内容は沢山の親子に大変ご好評をいただきま
した。 
「子ども達の笑顔があちこちでキラキラ輝いていました」 
「こんなハロウィンイベント初めて」「想像以上に楽しいイベントでし
た」 
「また来年も絶対開催してください」という声をいただき、 
実行委員一丸となって、こどもたちに元気と笑顔を発信することができ
たのではないかと思っています。 



成果②（セミナーや個別相談での学びを
活動にどう生かしたか？） 

・協賛や取引先との最初のアクションの起こし方コミュニケーションの取り方を学び、 
 協賛企業を増やす事ができた。 
 
・関係者（協賛企業や取引先、協力団体などをチラシや当日の配布物などにきちんと紹介す
ること） 
 イベント終了後、とても喜んでいただき、来年度も是非協賛したいという企業が増えまし
た。 
 
・役所の方々との距離の縮め方 
 今年度より協力体制を強化していただけると言っていただけた。 
 
・自分たちを客観視してみる事により、当たり前と思っていたことが周りからみると当たり
前ではないこと。それをどうアピールしていくかを学んだことで、自分たちの想いに共感し、
協力者が増えた。 
 
・実行委員の仕事の役割分担を明確にする。 
実行委員みんながフォローできる体制の取り方を学ぶことで1人の負担を減らし、誰かが抜け
てもイベントを運営していける仕組みづくりを学んだ。 
 
 
何も分からなかった私たちもセミナーや担当（宮原さん）にアドバイスを頂く事で、少しず
つ成長することができました。 



今後の活動計画 

・地元の商工会に声をかけ、次年度の出店者を募る。 
 
・長洲町役場のまちづくり課と連携を図り、 
 より安全でより徹底したイベントを確立させる。 
 
・イベント開催日（役場からの連絡待ち）が決定次第、 
 スタッフの募集を開始する。 
 
・今後の予算を決定する（何にどれだけ経費を使えるかを明確に
する） 
 
・催し内容を決定し、細かい企画内容について打合せを重ねる。 
 
・実行委員の仕事の役割分担を明確にする。 



収支報告 

費目 予算 決算 内訳 

人件費     

謝金     

旅費     

委託費 

（委託先を明記

してください） 

    

通信・運搬費     

設備・備品費

（※） 

    

消耗品費     

会議費     

印刷・製本費     

その他諸経費     

合計   

区分 
金額
（円） 

内訳 

助成金 
    

参加費 
    

合計 
    

（収入） （支出） 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動最終報告⑤ 

団体名 ハンズハンズ 

代表名 穴井 智子 



団体の活動紹介 

• 子ども・地域食堂として活動 

  朝ごはん：毎月 第２土曜日 AM7：00～9：00 

  夕ごはん：毎月 第４月曜日 PM4：00～8：00 

・2017年6月スタート（スタッフ当初10名→20名） 

・食育体験―梅干し作り、こんにゃく作り 

・季節イベント―餅つき、栗拾い、里芋堀り 

・子ども～ご年配の方まで幅広い年代の利用 



活動報告1 

お母さんと赤ちゃん
も一緒にご利用 
いただいています。 

幼児用椅子も   
あります。 

テーブルには、 

おいしい食事
が並び、子ど
もたちもこの
笑顔です。 



活動報告2   

２０１８年８月開催 
「バースデーケーキ」 

作り実施。 

８月生まれの穴井さん
と子ども達のお祝いの 

様子です。 
 

山都町にて「里芋堀り」
の体験。 

お昼は、青空の下、 
皆でお昼ごはんを 
楽しみました。 

 



活動報告3 

１０
月
実
施
の
献
立
て 

11

月
実
施
の
献
立
て 

お野菜が
たくさん 

使われて
います。 

１１月は沢山
の提供物資が
お土産に！ 



活動報告4 

《スタッフの様子》  

Tシャツと 
エプロン支給。 

意識が高まり
ます！ 

調理、御皿洗い等
の様子。 

多くの方が携わって
います。 



成 果① 

子どもからの「お便り」の紹介 

↑ 日頃利用して、ありがとうを伝えてくれたお手紙。 
 

夏休みに一番楽しかったのは「ケーキ作り」！→ 



成 果② 

寄付の増加とその内容-1 

印刷メーカーからの寄付・協力 
ポスター各種 ↓          のぼり→ 



成 果③ 

寄付の増加とその内容-2 

JAかみましき様から提供の食材 
新鮮なお野菜や果物 がたくさん           



成 果③ 

寄付の増加とその内容-3 

マルキン食品様から提供の食材 
納豆、豆腐、蒟蒻（夏場はところてん等も） 



今後の計画 
①体験型イベントの継続 

 

 

②困っている方への継続支援 

 

 

③スタッフの教育・コミュニケーション強化 

 

 

子ども～ご年配・高齢者の方までの食堂の利用を活かして、 
みんなで楽しめる体験型イベントを継続して行います。 

具体例：こんにゃく作り、こるまめ作り、映画上映会等を予定。 

行政や民生委員さんとの連携を強化して、アンケートをもとに、困っている方、
支援が必要な方を把握し継続して支援して行きます。 

具体例：仮設暮らしの方への食堂へのお誘い・物資おすそ分け等 

食堂運営に関して、スタッフのレベルアップを図ります。 
具体例：①「感染防止マニュアル」勉強会の実施と徹底。 

②まかない等の食事の際に、互いを知るための情報交換等を行う。 
 



オルビスくまもと未来基金  
2 0 1 8年  活動最終報告  

熊本大学災害ボランティア  サンフラワー  

代表    藤村藍香  



団体の活動紹介 

子ども向けの活動 
 

毎月第3土曜日に仮設住宅を訪
問 

→子どもの居場所づくり・遊び
場づくり 

 

身近なものを使った工作 

工作を用いた遊び 

体を使った遊び 

学生団体の連携 
 

目的: 

互いの活動・現地のニーズを
共有（人・物の共有） 

→各団体の活動の質やモチ
ベーションの向上を図る！ 

 

6月に活動報告会を実施 

→団体運営への悩みが多数 

 



活動報告１ 

勉強会 
 

第1回 7月28日 

 団体運営マネジメント、 
 

第2回 8月26日 

 広報（キャッチフレーズ） 
 

第3回 10月7日 

 ファシリテーション 

             ・グラフィック 

 



活動報告２ 

ゆるくあつくボランティア
について考えてみる会 

  12月9日（日）  @未来会議室 
 

活動報告 

各団体からのボランティアに関
するプレゼン 

「ボランティアに興味はあるけど敷居が高そう」 

「発災当初はやってたけど…」 

「他の学生ボランティアと交流してみたい」 

という人に向けて！ 

交流会 



成果① 

連携するための連絡体制が整った 

  →ボランティアスタッフが不足している時に 

      声かけができた！ 

団体を運営する技術を得ることができた！ 

自団体について考えるきっかけになった！ 

連携の今後の方針に対する意見が寄せられた  

      ・連携をすることの目的をより明確にしたい 

      ・復興支援の範囲を狭めることなく繋がりたい 

      ・地域貢献にも取り組みたい 



成果② 
〜セミナーや個別相談での学びを活動にどう生かしたか？〜  

人・物・金（情報）等、協力してくれる人を

ピックアップして、実際に協力を要請する！ 

 

• 「ゆるくあつくボランティアについて考える会」で

のプレゼン作成のお願いができた 

• 団体紹介パンフレットへの資料提供を、メリットを

示した上でお願いできた 

 



今後の活動計画 

子ども向けの活動の継続 

パンフレット作成 

  連携中の熊本でボランティアに取り組む団体を紹介する 

  ものを作成 

   →各団体の新入部員の勧誘・外部の人に自団体を紹介する際に 

       使ってもらう！ 

連携における定期的な集まりの設定 

連携しながら一緒に活動するイベントの企画 

 

 



収支報告（中間報告） 

費目 予算 決算 内訳 

人件費 138,000  138,000 
報告会や勉強会におけるスタッフ交通費、

ネットワーク応援費  

謝金 207,080  207,080 勉強会における講師への謝金・交通費  

旅費 0 0  ー 

委託費 

（委託先を明記

してください） 

293,000 293,000 

 団体紹介のパンフレット製作 

（委託先：LIZグラフィック様） 

通信・運搬費 0  0 ー  

設備・備品費

（※） 
155,620 155,620   パソコン 

消耗品費 60,000  60,000 

 カメラ・マイクロSD・会議で使用する

文房具・ネームホルダー 

会議費 70,800  70,800  報告会や勉強会に利用する会議室借料 

印刷・製本費 63,000 63,000  

 報告会や勉強会における資料の印刷・

名刺作成費 

その他諸経費 12,500  12,500  ボランティア保険加入料 

合計  1,000,000 

区分 
金額
（円） 

内訳 

助成金 
1,000,000 

参加費 
 0   

合計  1,000,000   

（収入） （支出） 



団体基盤強化セミナー実施状況 

第１回 第２回 第３回 第４回 

目的 オルビスくまもと未来基金採択団体の運営基盤を強化する研修会・個別相談会・交流会や報告会の開催に
より、活動の計画性や持続性、資金調達力を高めることで、持続的被災者支援活動が行われることを目的
とする。 

内容 【基盤強化に向けたセミ
ナー】 

ビジョン・ミッション明
確化 

自団体の課題現状把握 

団体の中期的（3〜5年後
）姿を描く 

組織の基盤強化のための
改善点を把握 

組織の潜在力の棚卸 課
題の整理・今後のスケジ
ュール 
【成果】 
団体の3年後の姿を描
く。  
自団体の課題や現状を
把握 

【ファンドレイジング
とは】 
戦略的ファンドレイジ
ング 
組織の潜在力分析 
寄付者分析 
周りを巻き込もう！ 
【成果】 
今後巻き込みたい協力
者のファンドレイジン
グ計画ができる。 

 

【支援者を巻き込むため
には】 
伝える⇒伝わるメッセー
ジをつくる 
支援者・協力者に向けた 
提案メッセージやツール
をつくる 
人の心を動かすプレゼン
の実践を体験する 

【成果】 
支援者・協力者に向け
たメッセージ・ツール
の準備 
実践をする 
 

【活動報告・交流会】 
１．団体活動報告 
２．各団体次年度以降の組
織運営について 
３．12月16日「財団ア
ワード」最終報告発表につ
いて 
４．2019年オルビスくま
もと未来基金募集について 
５．交流会 
【成果】 
団体の活動のまとめ・成
果・課題をする。 
次年度以降の計画を立てる。 

日時 2018年4月8日（日） 
 13:30〜17:00 

2018年６月２日（日） 
13:30〜17:00   
 

2018年9月９日（日） 
13:30〜17:00   

2018年11月4日（日） 
13:30〜17:00   

場所 熊本市男女共同参画セン
ター はあもにい 第3会
議室 

熊本県総合福祉センター 
第4会議室 

熊本県母子父子保養ホーム 
しらゆり 研修室 
 

熊本市シアーズホーム夢
ホール 
第7会議室 
    

参加者
数 

１１名 ９名 ９名 １１名 

＊参加できなかった団体は後日個別対応 

託児 1名 1名 3名 1名 



団体名 3年後の姿 団体の課題 

ママハタラクプ
ロジェクト 

活動の中からダイバーシティの実践を行い、
課題を解決するプロジェクトとしての認知
団体になる。 

団体内のビジョンの共有 
計画スケジューリング 

ハロウインマル
シェ実行委員会 

実行委員会のレベルアップ（10人体制くら
い）他とのコラボができ、自己資金で運営
できる体制になっている 

安定した資金確保 
実行委員・ボランテイアの増員 

よかあんばい
JAPAN 

長期休みの子どもたち預かり、生活体験・
学習体験の場提供 地域と連携し、親子味
噌づくり体験が恒例となり、手作り味噌を
家庭でも作る人たちが増える。 

安定した財源 人材補充 連携   
事業の整理・システム化・広報強化 

熊本転入ママの
会 

活動の安定化（寄付などの収入源）ネット
上の情報発信充実。 熊本の良さを全国に
発信、転入したい町・永住したい町NO1に
する。 

自主財源の確保 会員増 
システム化  広報ツール充実 

ハンズハンズ 継続的活動ができるようにする。                   
子どもやお年寄りが毎日利用できる場所作
り 自主財源・お年寄りの収入を実現    

組織体制の強化 人材確保 
収入源の多様化  広報充実 

熊本大学災害ボ
ランテイアサン
フラワー 

ビジョンの明確化や役割分担など組織体制
が整い、他の学生団体等と連携し、継続し
た活動ができている。 

新入部員の確保 組織基盤 
計画―実行性 学生活動報告会 



団体名 団体の課題 

ママハタラクプ
ロジェクト 

インターンシップマッチング会を11/27開
催（託児付き、報酬付き←助成金を活用） 
・企業の勉強会を11/29に開催。 
 美容・福祉・通信分野など 
  （中小企業同友会と連携） 
★来年は熊本県のよかボス事業（子ども未
来課）との連携を考えている。 

・他団体の活動の事業化を支援 
・学童の事業化（企業から資金
を調達し、民間による学童の運
営） 
・よかボス事業との連携 

ハロウインマル
シェ実行委員会 

・9000人の来場者（過去最高） 
 ・130軒の出店（物販・飲食・ワーク
ショップ・ 

フォトブース・子ども店長）・ステージ
イベントとして、仮装コンテストなど 

学生ボランティア24名を集めた。グ
ループリーダーとして10～15名 
 ・県内各地で多く開催されている、他の
マルシェとの差別化を意識 
・広報・告知活動として、フライヤー
27000部をポスターも300枚掲示。 
・今回セミナー・相談を通して、行政との
連携や、財源の確保について学んだ。 

・安定した資金の確保 
 （現在は助成金にたよってい
るので、助成金以外で） 
・大人の入場料の金額検討（く
じなども）⇒「応援チケット」
など名称を変更してはどうか 
・開催地との連携⇒今後も長洲
町で開催を続けたい。「長洲町
をハロウィンのメッカに！」 

よかあんばい
JAPAN 

・長期休暇のこども体験教室のニーズは高
いが、実施体制（開催場所・回数・参加者
増）は今後の課題 
・地域の行政の広報協力は得られたが、実
施体制の協力が今後の課題 
・保護者からのニーズに対応できる体制に
ついては検討 

財源について、菊陽町の企業などへ
の働きかけ。 
・人材については、養成講座などを
開催して、味噌づくりなどの人材を
育成したい。 
・「ゆるっとまるっと〇休み」の事
業化への展開も考えたい。⇒企業
連携など 



熊本転入ママの
会 

『くまてんタウン』10/13開催 

 ・当初参加者を300人で予定していたが、650人を 

超える申し込みがあったので、400人に増やした。 

 ・子どもの安全対策を重視し、内容や配置に気を
配った。 

 ・協賛を20団体（キリンなどの企業など）にお願い 

できたので、次回の開催につなげられる関係性を 

意識した。 

 ・メディア（熊日など）反響 子どもが主体的に街を
作っていくという方向性に大きく賛同してもらえたた
め、次回以降の開催 

も取材させてほしいと言ってもらえた。 

・今後の実施体制が課題。 
・企業やメデイア連携来年度はさらに進め
ていく予定 
次年度は、規模の大きさなども考慮し、次
年度以降は『くまてんタウン実行委員会』
として独立して活動 
⇒組織の強化・予算の確保・協賛企業との
連携 

ハンズハンズ ・朝ご飯の開催日：意見を聞き土曜日の開催に変
更 30名くらいの参加に増えた。 
・夕ご飯の参加者は毎回100〜150人 
・ボランティアも毎回10〜15名くらい毎回 
・協力団体も増えてきた。社協でも、はじめはあ
まり対応してもらえなかったが、何度も足を運び、
理解してもらえるようになってきた。（紙面で取
り上げてもらうなど）・体験活動も数回実施 
・子ども食堂ネットワークに参加・情報収集・食
堂利用者にアンケートを実施（悩み相談なども受
け入れ） 
・情報発信：手作りの新聞を発行し、支援者やお
年寄り向けに情報を発信している。 

・開催場所が飲食店なので、お店の休みに
合わせて開催しているが、自由に開催でき
る場所を探したい。 
・町民課など行政や、関係機関との連携 
・地域とのつながりを深めたい 
  
組織としての強化 
 ボランティアスタッフの確保 
・広報活動（新聞などの継続） 
・NPO法人化を視野に入れたい 

熊本大学災害ボ
ランテイアサン
フラワー 

・学生団体の連携を目的とした勉強会を3回実施 

 ①7月「団体運営マネジメント」 

 ②8月「広報：団体のキャッチフレーズづくり」 

   ⇒SNSなどでの情報発信をこまめに行う 

 ③10月「ファシリテーション（グラフィックを含め
て）」⇒会議内容の充実につながる学び 

 ・年度の最後に学生団体の報告会を開催 

 ・学習支援について、他団体との連携なども今後は
考えたい。 

今年できた他団体とのネットワークを継続
し、連携していきたい。 
・活動内容がわかりやすいパンフレットの
作成。連携中の熊本でボランティアに取り組

む団体を紹介する 
  ものを作成 
 
・新入部員の確保 

 



３．「オルビスくまもと未来基金」 
2019年採択団体  
活動助成金贈呈式 

 
①「オルビスくまもと未来基金」紹介 

②オルビス株式会社様より挨拶 

③助成金贈呈 

④採択団体活動紹介（8団体） 

  記念撮影 



採択団体 

①子育てmoyai縁側 

②Happy Park 

③ハロウインマルシェ実行委員会 

④イースターパーティー実行委員会 

⑤ましき子ども農園プロジェクト 

⑥熊本転入ママの会 

⑦ハンズハンズ 

⑧陽だまりの樹 



休憩（10分） 



寄付月間とは？ 

https://www.youtube.com/watch?v=aqx-e5CZV5s 



第2部 講演 

「寄付とは 

   未来を信じる力」 

  日本ファンドレイジング協会  

  代表理事 鵜尾雅隆氏  

 



 

寄付は未来を信じる力 

ファンドレイジング協会 

代表理事 鵜尾雅隆 

地域課題の解決に５つのサプリメント 



自己紹介 

認定NPO法人日本ファンドレイジング協会 代表理事 

（株）ファンドレックス 代表取締役 

 
Global Steering Group for Social Impact Investment 

  本部（英国）理事/日本諮問委員会副委員長 

    (旧G８社会的インパクト投資タスクフォース）  

寄付月間推進委員会事務局長    

全国レガシーギフト協会副理事長 

非営利組織評価センター理事 

 

JICA(国際協力機構）、外務省、米国NPO等を経て2008年日本初のファンドレイジング専
門の戦略コンサルティング企業ファンドレックス起業。 

2009年、寄付・社会的投資の進む社会を創るプラットフォームとして日本ファンドレイジン
グ協会創業。認定ファンドレイザー資格制度の創出、アジア最大のファンドレイジングの祭
典の開催などに取り組む。 

 

著書に「ファンドレイジングは社会を変える」（単著） 
    「寄付をしてみよう、と思ったら読む本」（共著） 
    「社会的インパクトとは何か」（監訳） 
    「Global Fundraising」（共著） 
    「NPO実践マネジメント入門」（共著） 
    「寄付白書」（共著） 「社会投資市場形成に向けたロードマップ」（共著） など 

 

 





ボランティアとは、誰かのために自
分の時間や知恵を使う行為 
 
寄付とは、 
 

   信じて、託す行為 



第一の問い 
 
寄付者を、 
幸せにしていますか？ 
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年間相続額は      
                                                                         

相続の一部を寄付してもいい 21％ 

しかし、 
いい寄付先が分からない、 
やり方が分からない、 
相談する人がいない 

2016年11月 
全国レガシーギフト協会発足 
（全国16ケ所に無料・中立・安心の 
 相談窓口（いぞう寄付の窓口） 
 を発足） 

１つめのサプリ：遺贈寄付を次世代へという流れが加速化 
 

「人生の集大成の社会貢献」  
をサポート 

37兆円～63兆円 
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遺贈寄付をしようと決めた人たちは、 

何を想っているのでしょうか。 

〇ひとりなので、遺言書がないと財産は国庫に帰属すると聞き、 

  自分の想いで使い道を決めようと決意しました。Aさん(70代/女性) 

〇運にも恵まれた人生でした。社会への恩返しです。Bさん(80代/男性) 

〇貧しい開発途上国の子どもたちに遺産をのこすことにしました。 

  元気なうちに一度訪問してみたいです。Dさん(70代/女性) 

〇遺贈を決め、無駄遣いが減りました。未来の子どもたちのために 

  節約することが、今の生きがいです。Eさん(60代/女性) 

〇「貧者の一灯」です。子どもの貧困のニュースを聞くたびに、 

  ほっておけない、自分にもできることをしなければと感じています。 

   Tさん（70代/男性） 



第二の問い 
 
寄付と共感の持つ可能性とは？ 
 







共 感 

  التقمص العاطفي

공감 Empathy 

Empathi

e  

การเอาใจใส่  

сопереживание  



第三の問い 
 
共感の本質とは？ 
 





84 



「共感」の持つ意味 

85 



第四の問い 
 
「評価」って何でしょう？ 
 



障がいのある子どもたちのため
の、職業訓練のプログラムを行
うことになりました。さて、こ
のプログラムの「成果」を評価
するとすれば、あなたは何を評
価したいですか？ 



第五の問い 
 
「地域の課題解決とお金」 
 未来に起こることとは？ 
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未来の地域の課題解決とお金：ソーシャルインパクトボンド 

経済的リターンと社会的リターンの両立ができる 
「社会的インパクト投資」への関心の高まり。  
                                                                         

 

いい社会的投資の 
モデルケース不足 

Social Impact Bond 
のモデル事業実施 
（成果連動型の社会的投資） 
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未来の地域の課題解決とお金： 
        「公共」の必修化とコミュニティスクール 

「学校」を軸にした地域課題解決がひとつの重要な役割を持つステ
ージに  
                                                                         

コミュニティスクール 
の全国化 
（コーディネーターの 
各校配置） 
 
 

2022年からの「公共」の 
必修化 
 
 



©日本ファンドレイジング協会 

 

子どもたちの未来のために、 

これからの地域社会に何が
起こると思いますか？ 

またみなさんは何が起こせる
でしょうか？ 



「みんなで未来を創ろう！」 
1592チャレンジ基金 について 



記念撮影 



交流会 
この一年に感謝を込めて 
みんなで未来を創ろう！ 

「おもやいアワード2018」  



一般社団法人くまもと未来創造基金 


