
オルビスくまもと
未来基金 
2018年中間報告会 

＆交流会 



本日の流れ 
15時～ 

① ご挨拶・関係者ご紹介 （１０分） 

   

   ●株式会社オルビス様  
     福島様 取締役（管理機能管掌） 

     阿部様 部長（コーポレート部、CSR推進委員会委員長） 

     小川様 部長（SCM推進部、SATリーダー） 

     林様（営業部、SATメンバー） 
   ●株式会社LIFULL Social Funding 間辺様 
 

   

②採択団体活動中間報告 （１０分×６団体） 

③ 団体基盤強化サポート事業中間報告 

              （１０分） 

④ 交流会         （４０分程度） 

17時終了 



２．採択団体活動中間報告 

 ①ハンズハンズ 

 ②よかあんばいJAPAN 

 ③熊本転入ママの会 

 ④ハタラクプロジェクト 

 ⑤ハロウインマルシェ実行委員会 

 ⑥熊本大学災害ボランテイアサンフラワー 

（各団体10分ずつ） 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動中間報告 

団体名ハンズハンズ 

代表名穴井智子 



団体の活動紹介 

• 朝ごはん、夕ごはん時に、 

• 年末には「餅つき」他、「苔玉作り」、「おはぎ作
り」体験。 

• 食育として、「オムライス」「ピザ」作りなど。 

• 現在は、梅雨明け待ちで、「梅干し作り」のため
の準備を行っている。 

  

★子ども～お年寄りの方まで一緒に楽しめるイ
ベントの実施を心がけています。 



活動報告１ 
• 子ども・地域食堂 （100名から150名を越える参加者に） 

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  



活動報告２ 
• 様々な体験 
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成果と今後の活動計画① 

①SNSや新聞を活用した
情報発信の強化 
②参加協力者を増やす 
・ボランテイアスタッフ 
・食材や寄付募集 

・ボランテイアスタッフ確保・スタッフ体制の充実 
・食材や寄付の増加（SNSや頼りで随時報告！）新規助成金獲得！ 
・企業の協力（食材提供ーボランテイアスタッフーチラシや書類作成などの協力） 
・子ども食堂ネットワーク作り･活動の広がり（御船子ども食堂など） 

成果 



成果と今後の活動② 

• 参加者150名（乳幼児から高齢者）を越えるコ
ミュニティの場となっている。 

【今後の計画】 

• 子どもたちには、体験型のイベントを多く取り入
れて、親以外の大人と関わることで、未来の自
分を構築するお手伝いになれば良い 

• お年寄りの方の心身のケアも含め、行政と連携
を図る（参加者へアンケートを実施し、困ってい
ることなどをリサーチ） 

• シングル親のサポート、また震災後３年目にな
り、仮設暮らしの方のサポートを強化 

 

 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動中間報告 

団体名 よかあんばいＪＡＰＡＮ 

代表名 中村あゆみ 



団体の活動紹介 

「ゆるっとまるっと●休み」 

●に入る言葉は「春」「夏」「冬」。 

小学生を対象とした長期休み中の親子支援を 

展開しています。 

学習支援、生活支援、食事、遊び、まるっとお任せ
いただき、その間お母さんはゆるっと過ごしていた
だきます。 

スタッフは、小学校教諭免許や看護師、保育士、
調理士資格を持っています。 



活動報告１ 
「ゆるっとまるっと春休み」 

ワーク① 
自分でお弁当をつめて 
お花見に行こう♪ 



活動報告２ 
「ゆるっとまるっと春休み」 

自分で作ったお菓子を試食 サラダ作り 

一日の流れを説明 
雑巾作り 

やることを各自確認、そして反省 



成果と今後の活動計画 

【成果】 
・毎回笑顔で参加し、笑顔で帰る。 

・不登校気味だった子どもが新学期に登校するようにな
り、ご両親もとても喜ばれた。 
 
【今後の活動計画】 
１ 夏休み開催の周知 
２ 夏休み期間中の開催（８回） 
３ 冬休みの計画（１０月中に） 
４ 同様に活動できる人を増やすための講習会実施   
５ 報告会の実施 
 

よかあんばいＪＡＰＡＮ 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動中間報告 

団体名：熊本転入ママの会 

代表：東山恵子 

 



団体概要 
 熊本転入ママの会、くまてんは熊本へ転入してきたママ、プレママが不

便を感じないように、地元に いるかのように楽しく暮らせるお手伝いを
します。  

 また、転入ママの視点を活かし、熊本を転入したい街、永住したい街に
するお手 伝いをします。  

 くまてんは、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。  

 1.転入ママウェルカム会、その他必要と思われるイベント(イベント部) 

  2.情報サイト、冊子の作成、その他情報共有活動(情報部)  

 3.子育てマップ作成、その他校区での活動(まちづくり部)  

 4.ママ、プレママのキャリア支援(キャリア部)  

 5.くまシェア事業  

 6.あそびのまち事業  

 7.その他必要と思われる活動  



活動１ 

 月一回の全体会議開催 

 協力企業・団体との打ち合わせ 

 あそびのまち「勉強会」開催 

循環型社会擬似体験イベント「くるくる村」主催の
NPO法人 循環生活研究所代表たいらさんを招き勉
強会を開催。 

 



活動２ 
 「くるくる村」スタッフ研修 

７月１２日に開催されたくるくる村のスタッフとな
り研修を行う。 





成果と今後の計画 

 具体的なイベントの運営方法や、ボランティアの集
め方など仕組みづくりが理解できた。 

 当日予想される具体的なアクシデントや課題、解決
策も見えてきた。 

 くるくる村運営者のNPO法人「循環生活研究所」と
今後も連携を取りながら、イベント当日に向けて、
スムーズなイベント運営を行う。 

 ４回のこども会議及びイベント当日にむけての企業
団体・行政との連携を図る。 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動中間報告 

ママハタラクプロジェクト 

塚本 薫 



団体の活動紹介 

• 女性の潜在労働力の掘り起こし 

• 女性の社会参画支援 

• 地元中小企業とのマッチング 

• 働き方改革推進 

• ワークライフバランス支援 

 



イベント 

• ママハタラク新年会 

 ＊働きたいママたちと企業が近づくイベント 



セミナー 

• ママハタラクセミナー 

 ＊ブランクママたちが社会参画したいと元気が出るように様々なセミナー開催（PC

スキルアップ・自分の棚卸・キャリアビジョン・保活活動・扶養の話（ママの働き方）
等々） 



成果と今後の活動計画 

【ママハタラクから就業したママの話】 

・熊本へ移住。今まで飲食アルバイト等が主だったが、
ママハタラクでチャンスをつかんで、無期就労ができ、
また2人目の妊娠中。育休予定 

・キャリアで働いていたが、子供が生まれて価値観も
変わり、ママハタラクで本当に働きがいのある会社へ
就労。 

 【今後の展開】 

・オルビスくまもと未来創造基金で11月に地元企業と
のマッチングイベントを開催予定。 

・地元派遣会社、紹介会社と連携し事業化 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動中間報告 

ハロウィンマルシェ実行委員会 

中村 絵里加 



団体の活動紹介 
2016年の熊本地震以降、こども達がのびのびと楽しみ、自由に感性を育むことのでき
る〝環境〟の大切さを実感し、こども達に少しでも 
「元気・笑顔・希望」を与えられるものを発信したいという思いから、 
ハロウィンという季節のイベントを利用し、「こどもが主役のハロウィンマルシェ」
という子ども支援活動を始めました。 
このイベントを通して、様々な体験して頂く事で、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指しています。また、ハロウィンマルシェ
は主催者の実行委員メンバーを含め、お店を出店していただく出店者の8割は女性で
形成されています。子育て中のママや仕事に生きがいを感じている女性のみなさん
がいきいきと輝ける場所、この日を機会にそれぞれが繋がりをもちながら交流を保
てる場所の提供も行っていきたいと考えております。 

▼下記画像昨年度の様子 



活動報告１ 

・会場付近・駐車場に警備員を配置 
・風の影響を受けないパイプテントの設営をを専門業者に依頼 
・スタッフの増員をし、出店者の方々やお客様への配慮がいきわたる様徹底する。 
・イベント損害保険・イベント中止保険に加入 

安全面 

昨年は台風の接近に伴い、雨風吹き荒れる中での開催となったことから、出店者のテントや商品 
が飛んだり、スタッフ不足で配慮が足りない所など課題が残りました。安全面でも万全とは言え 
なかったと思います。今年は規模拡大に伴い、昨年の反省を活かし、安全面やスタッフの気配
り、 
子ども達の支援に繋がる活動の基盤作りなどを徹底して行っていきたいと考えていて、 
オルビスくまもと未来基金様の助成のおかげで、下記内容を実施することが可能になりました。 
１年をかけて当日に向けての準備をしています。 

こども支援 

・移動動物園を依頼。自分の手で触ってそのぬくもりを実感し、動物を思いやる心を育てる。 
・ステージイベントを実施する為、スケジュールを組んでいます。大勢の人前に立ち、 
 パフォーマンスをすることで、「発表力」を磨き自分をしっかりと表現できる子どもを育てる。 
・体験・ワークショップを実施する為、専門家を集めています。子どもたちの好奇心と 

 創造力・表現力を育む。また、親子で１つの作品を制作することで、家族の絆をより深め、 

 ふれあいの機会を提供することを目的としています。 
・「こどものお店屋さん」を企画し、専門家に依頼。、社会体験を通して、 

 働くこと・お金を稼ぐということの大切さを学んでもらいたいと思っています。 



  活動報告２ 
●飲食・物販・ワークショップ等合わせて約100店舗の販売 
 現在、出店募集が終わり、出店して頂く方を選考するため打合せ中です。 

●グループリーダーに依頼 
 お化け屋敷、スタンプラリー、入場受付、ステージイベント、こども販売体験ブースなど、 
 それぞれの催しのグループリーダーとなるスタッフを依頼。ボランティアの方と協力をして
ブースをたんとうしてもらう 

●印刷物関係 
 ポスター、優待券が完成。フライヤーは８月上旬完成予定。 

●協賛の呼びかけ 
 知り合いや、飛び込みなどで連絡をいれてイベント協賛をしていただける企業を募集中。 
 昨年度の協賛企業は今年もしていただけることが決まりました。 

●沢山ある催しの内容の話し合い 
 不備がないよう入念に打合せを実施。ひとつひとつの催しの注意事項やどんな内容にするかな
ど実行委員で話し合い中。 

●ボランティアの確保 
 学生や長洲町社会福祉協議会などに出向き、ボランティアの依頼をしている。なかなか集まら
ず、苦戦中。現在７人の学生ボランティアは決定している。 

●前日設営・当日撤去作業スタッフの確保 
 長洲町在住の方に声をかけ、力仕事のできる男手を募集中。こちらも苦戦している。 

参加者1万人予定！ 



 



成果と今後の活動計画 
10月28日が本番ですので、成果については当日を迎えてからの報告となり 
ますが、今後の活動計画については、下記のように考えています。 

●広報活動を開始 
 8月後半からフライヤー・ポスターを配布 
 (各地域の役所に出向き、幼・保育園などで配布してもらうよう依頼する） 
 出店者にフライヤーを郵送（100店舗×約100枚＝1万枚） 
 新聞社・県民雑誌・県民テレビなどに掲載を依頼 
  

●お菓子のラッピング 
 来場者に配布するお菓子をハロウィン仕様にラッピング(目標2000個） 

 
●案内看板製作 
 駐車場案内、会場案内など敷地内外の至る所に設置するため、看板を制作する 

 
●会場装飾作業 
 会場内をハロウィン仕様にするため、ガーランド制作やその他のハロウィンディスプレイを制
作する 

 

●スタッフ作業の把握 
 それぞれが役割の把握をするため、蜜に打合せを重ねて、当日漏れがないよう徹底する。 



 



オルビスくまもと未来基金 
2018年 活動中間報告 

熊本大学災害ボランティア サンフラワー 

藤村 藍香  



団体の活動紹介 

• 学生災害ボランティア団体の連携 

     ❁活動の様子・現地のニーズの共有 

    ❁団体運営のための勉強会の実施 

 

• 子ども向けイベント ＠益城町 

     ❁仮設住宅内での遊び方の提案 

    ❁外で思い切り体を動かして遊ぶ 



活動報告 

学生災害ボランティア 活動報告会 （6月10日） 
   

～第一部 各団体の活動報告～ 
 

 ・ 学生団体連携の提案 

 ・ 各団体による発表 
 
          

 互いの活動内容や目的、 

  今後の展望を把握！ 



活動報告 

～第二部 ワークショップ～ 
   （ファシリテーター：熊野たまみ様）    

テーマ：団体の問題を堀り下げて、 

 今後の課題を明らかにしよう！ 

 

  問題を書きだす→理想を設定 

 →原因の掘り下げ→課題発見！ 
 

 

 
・課題の発見方法が身についた！ 
・他団体の人と悩みの共有ができ
た！ 



活動報告 
ニーズ分野 活動支援分野 運営分野 

＜現地でのニーズ＞ 
 ・仮設内でのコミュニティ形成 
 ・若い人との交流 
 ・子どもの遊び場所・相手 
 
＜学生側＞ 
 ・地域毎の支援状況を知りたい 
 ・現地のニーズを知りたい 
 ・仮設住民主体での活動促進 

＜現状＞ 
 ・参加者（特に男性）が少ない 
 ・周囲の関心の薄れ 
 ・定期的な活動の終わり 
 
＜展望＞ 
 ・大局へのアプローチ 
 ・他団体・高校との交流 
 ・未災地での防災 

 ・団体運営方法がわからない 
 ・目的・目標の統一 
 ・情報共有・発信が難しい 
 ・活動メンバーの固定化 
 ・学業との両立 
 ・活動資金不足 
 ・移動手段 

理想 
自分たちの住んでいるところで災害が
おきたことを想定できる 
          
問題 
未被災地での防災ができていない  

理想 
大局のニーズが把握できていて細かな
ニーズの変化が逐一入ってきている状態 
 
問題 
現地でのニーズが把握できていない・被
災者のためになっているか不安 

課題：未災地にも目を向けて、 
被災経験を語り継ぐ 

課題：学業との両立ができるような 
無理のない体系づくり 



成果と今後の活動計画 

【成果】 
互いの活動の様子を把握し、悩みや課題を共有できた 

        →学生団体の連携への第一歩を踏み出せた！ 
 

【今後の活動計画】 
7月～9月 団体運営に関する勉強会（全3回） 

       テーマ：マネジメント、広報、ファシリテーション 

その他  ・定期的な活動報告会の実施 

       ・他団体との合同イベント活動（機会があれば） 



団体基盤強化事業 
（「株式会社LIFULL Social Funding」との協働事業） 

 ①団体基盤強化セミナー＆相談会（3回） 

 第1回：自団体の未来を描く  4月8日 

 第2回：戦略的ファンドレイジング（基礎編） 

      「周りを巻き込もう」   6月2日 

 第3回：戦略的ファンドレイジング（実践編）9月 

②活動報告会（交流会）次年度計画 11月 

③個別相談・サポート（4半期に1回） 

④12月16日（日）寄付月間イベント活動発表 

⑤1月末 最終活動報告書提出 



セミナー①団体の3年後の姿・抱える課題・優先すべき課題 

セミナー 

成果 

• 各団体の組織運営・ビジョン・課題等整理され、優先すべき課題の明確化、今後のスケジューリングができた。今
後団体内メンバーで共有をしていただき、団体訪問で確認・コンサルを行う。 

• 他団体との交流による比較、相談会は細やかな相談ができたことは好評であった。 

改善 
・ 担当者と講師間で、セミナーの進め方の事前打ち合わせをもっと十分行う。 
・ セミナーで作成した資料を整理し、5月中に団体訪問を行い、進捗状況の把握や 
  個別相談を行う。次回開催は各団体と相談の上、6月2日（土）午後開催 

団体名 3年後の姿 団体の課題（太字は優先課題） 

ママハタラクプロ
ジェクト 

働きたいママと人材不足企業を幸せにマッチングす
ることで 中小企業の人材不足解消・女性の強みを
生かした働き方を実現 

団体内のビジョンの共有 
会議の事前スケジューリング 

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 



●【セミナー２「周りを巻き込もう」 

 ママハタラクプロジェ

クト 
熊本転入ママの会 ハンズハンズ 熊本大学災害ボランテ

イアサンフラワー 

収 入 の 割

合 

 

 

 

     

支 援 グ ル

ープ 

 

 

 

 

【クルー所属会社】きらりコ

ーポレーション・エージェ

ントこころ・スマイルシェ

ア・オルタナ・ミリバ・アト

ライズ・POP ＳＴＹＬＥ・熊

本転入ママの会【ママ・女

性支援関連】縁側もやい・

ゆうすい保育園・ＹＥＬＬ・

ポーラ化粧品・ワイヤ―

ママ・基金ジャパン【その

他団体】中小企業家同友

会・よか隊ネット【行政】熊

本県・熊本市・合志市・大

津町 

くまてん、moyai、子育て

ママ・企業・川尻、新町ま

ちづくり関係者友人・未

来財団さん・市役所・くる

くる村さん・教育関係・代

表・メンバー・メンバー友

達・イベント参加者・つな

がりのあるサークル 

★FB 訪問者・利用施設

の人・行政・パパたちの

会社（スキル） 

★キャスト・イベント参加

者（複数回）・協力団体イ

ベント協賛企業・イベント

講師・毛利さん 

お手伝いボランティア・食

材の寄付者・鍋田町議会

議員・企業（継続支援）マ

ルキン食品（株）・教育退

職者（寺井先生）・ボラン

ティア募集広報（嘉島町

社協）・火の国ボランティ

ア・民生委員・大口寄付企

業・子ども・地域食堂ネット

ワーク・子ども野外体験支

援（竹下さん・藤本）・嘉島

町教育委員会・シンママ

支援団体（佐藤さん）

  

  

   

役員・部員・部外の学

生？・助成団体の方（宮原

さん）・KVOAD・他大学のボ

ランティア・宮原さんが紹

介してくださった方・大学

講師・イベント参加者（高

校生、仮設の住人、子ど

も達）熊本内のボランテ

ィア団体・OB の人達・益城

の人たち・助成金支援団

体・他県のボランティア団

体・他大学の団体・サーク

ル管理者（大学）・行政社

会環境工学科の大学教

授・オルビスの方々・大和

証券の方々・NPO の方々 

お

願

い

で

き

る

人 

 

お金 【寄付・支援】クルー関係企

業・中小企業家同友会 

【ビジネス連携】人材派遣・

紹介業の企業（2 社連携）

  

  

行政・パパたちの会社・

（イベント参加者） 熊本

に転入してきたママに

知名度を上げたい地元

企業・協賛企業  

 助成金支援団体（JFP等） 

オルビスの方々、大和証券の

方々   

もの 【人材育成コンテンツ】ク

ルー関連企業 

【媒体・保育】 

ワイヤ―ママ・ＹＥＬＬ 

【セミナー場所】 

クルー関連企業のセミナ

ールーム 

 

繋がりのあるサーク

ル・団体・組織・企業

施設の人  

協賛企業  

 もやいハウス  

熊本内のボランティア団

体（KVOAD、みんボラ等）・

他県のボランティア団体

（アースウォーカーズ等）

他大学のボランティア団

体（熊本県立大など） 

メンバー ・サークル管理

者・社会環境工学科の大

学教授 

時間 【時間を作ってくれる

人？】の意味でしょう

代表・メンバー・メン

バー友達・イベント参

 イベント講師の方・HP・リ

ーフレットを作成してくだ

【ワークシート記入内容から】 

 



グループ名 数 関係性 優先度 提案内容
クルー 5 友人の紹介

元クルー 5 PJの告知・友人の紹介

クルー会社の
社員

20 技術提供（安く・無償）

セミナー参加者
ママ

50
セミナー告知・企画・手伝

い
セミナー参加中

小企業
10 寄付

クルーの友人
セミナー告知・企画・手伝

い
セミナー参加者

友人
セミナー告知・企画・手伝

い

同業他社 情報交換

　行政担当者 告知・情報交換

●ママハタラクプロジェクト ●熊本転入ママの会 

グループ名 数 関係性 優先度 提案内容
お手伝いボラン

ティア
10～１５ 友人・知人 1 ボランティアに来てほしい

個人の食品支
援者・マルキン
食品（株）

支援者
支援企業

2 食材の支援・食品の支援

穴井の母・鍋
田さん・寄付者

身内　他 4 寄付をして欲しい

嘉島町教育委
員会

行政 3
学校・幼稚園とつなげて

ほしい

嘉島町社協 行政（民間） 6
ボランティア活動の募集・

広報
大学生・寺井

先生
４～５ 7 学習支援をしてほしい

だんだん食堂
に食事に来る

人
１００～１５０ 5

必要とされる場所であり
続けたい。

毎月利用してほしい
オルビス他助
成基金

9 助成金が少しあれば

シンママ任意
団体・子ども食
堂ネットワーク

ネットワーク 8
困ったときの対処
情報の共有

グループ名 数 関係性 優先度 提案内容
助成金支援団体 お金
県内のボラン
ティア団体

連携・講義・情報交換・
意見交換

県外のボラン
ティア団体

連携・情報交換・発信

他大学のボラン
ティア団体

連携・情報交換・
意見交換

益城の住民
「みんなの家」の

管理者

場所・時間の提供、道具の
貸し出し、人員の提供

Sunflower
（メンバー⇒活
動可能人員）

時間・人員の提供
道具や車の提供

●ハンズハンズ ●熊本大学災害ボランテイアサンフラワー 

グループ名 数 関係性 優先度 提案内容
ボランティアス

タッフ
40人

子育てサー
クル 1 ボランティアに来てほしい

未来財団さん １００万円 助成団体 2
助成金援助・ネットワーク

をつないでほしい

くるくる村さん 賛助金提携 3
あそびのまちの仕組み・
マニュアル・コンサル

企業
大）５万円
個）１０００

円
4

協賛品の提供・協賛金の
お願い

行政 6 後見人のお願い

参加者 ３００人 5
あそびのまちの主旨に賛
同して遊びに来てほしい

中学生スタッフ １５人 8
参加者と大人スタッフの
架け橋、参加のお願い

メディア 7 報道・宣伝・ブースの提供

議員・街づくり
団体 9

ネットワークのつながり・
ボランティアのお願い

【提案計画】 

今後各団体メンバーでセミナー内容や提案計
画を共有し、財団でフォローしていく。 
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【セミナー②ー当日参加できなかった団体は個別セミナー実施 

  
  

よかあんばいJAPAN ハロウインマルシェ実行委員会 

収入の割合 

  

  

  

  

支援グループ 

  

  

  

行政 農家 ★仲間：同級生グループの仲間 子ども食堂
仲間 ママ友  保育園  新聞社 ★講演依頼先：郵郵
便局・企業 ★イベント連携先：大学・ 後援先 学生ボラン
テイア 助成団体 

実行委員 友達  家族 

ボランテイア 出店仲間 

友人 会員さん 協賛企業 宮原さん こばさん  オル
ビス社 九電みらい財団   長洲町役場 グループリー
ダー 

SNSフォロワー 活動に興味を持てくれる人 

お
願
い
で
き
る
人 

  

お金 友達 全労済 

フンド―ダイ   

肥後銀行・参加者さん 

出店者・地元付近の企業・知り合い家族・友人 

もの 野菜を作る農家・夫 親 親戚   子ども食堂関係者   
尚絅大学 西日本新聞社・熊日・郵便局 教材屋さん 小学
校JA 

お菓子メーカー 

協賛企業（おむつ・おもちゃ・ミルク・赤ちゃん・子ども関係企業
ミネラルウオーター、子どもママ関係教室  

時間 リタイアした人    大学生 友達 子育てママ 中高
年の女性   

雑貨部・出店者・家族・専門学生ボランテイア  

補助

金・

助成

金…
会費

4%

事業

収入
39%

グループ名 数 関係性 優先度 提案内容 

グループリーダー 17 担当者 5 時間の提供 

長洲町役場   イベント協力 6 場所。備品・駐車場 

協賛店 40件   1 一人10件 

キュ―テック 80万   3 値引き 

SNSフォロワー インスタ1000人、
FB:300人 

広報 2 フォロー 

親戚・友人・出店者 10人   4 ラッピング作業 

グループ名 数 関係性 優先度 提案内容 

全労済 ５０戸 一緒にイベント開催 1 企業寄付 

子育てママ ２０人  参加者 4 継続的ボランテイア 

尚絅大学 一緒に活動 7 場の提供 

学生ボランテイア  ３０人   2 継続的ボランテイア 

フンド―ダイ ５０万  これから一緒にやる 3 企業寄付 

子ども食堂仲間     5 食材の提供 

農家 毎回    6 大豆の提供 

●よかあんばいJAPAN ●ハロウインマルシェ実行委員会 

助成

金 … 

寄付

金 … 

事業

収入 … 
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  ママハタラクプロジェ
クト 

ハロウインマルシェ実
行委員会 

よかあんばいJAPAN 熊本転入ママの会 ハンズハンズ 熊本大学災害ボラン
テイアサンフラワー 

活動進捗状況 ・月に2〜3回のセミ
ナー（扶養控除につい
て、パソコン初級者向
け等） 

・新事務所開設 

（託児できるスペース
有） 

・中小企業同友会との
連携 

・長洲町で会場は決定
（１０/２８） 

・ボランティアは長洲
町の社会福祉協議会
が協力 

・広告―長洲町協力 

・安全性―テント設置・
警備員依頼（別の助成
金） 

・長期休業中の学習支
援（小学生）内容 

・ゆるっとまるっと（子
供と親を離してゆっく
りしてもらう）依頼あ
り 

・イベント8回の予定 

活動内容「子ども職業
体験」勉強会開催 

循環生活研究所たい
ら氏を講師に、メン
バー６名参加。 

循環型子ども職業体
験「くるくる村」につ
いて学ぶ 

・こども食堂に150人
以上来訪。120人想定
―今後スタッフ、ボラン
ティアの参加者の把
握課題 

・野菜―寄付。フードバ
ンクを利用。肉魚は自
己資金で購入。 

マルキン社物品援助 

6/10 ハーモニーで
学生支援団体活動報
告会＆交流会の予定。
各団体のプレゼン、
ニーズの共有等 

・年間計画の確認 

・勉強会講師等紹介ア
ドバイス 

・HP/パンフアドバイス 

セミナー後 

課題解決に向けて 

・課題は特になし 

・ミーティング定期的
に開催 

・安全面の確保 

・多様な資金確保 

・他団体巻き込み 

春休み活動報告書・夏
休み活動チラシ作成
広報相談 

6月にミーティング。
組織化について・役割
分担等 

月1回の報告会 

週1回の勉強会 

会計処理状況 ・特に問題無 

・他助成金との使い分
け 

会計報告のために活
動項目をオルビスと
九州電力に振り分け
をアドバイス。 

・会計処理は問題無 

・予算書―科目変更相
談 

予算変更相談―変更
届提出 

会計処理は問題無。 

組織化のデメリットと
等アドバイス 

予算書修正確認 

その他   ・企業協賛・寄付依頼
ボランテイア巻き込み
のアドバイス 

・長洲町市民団体との
連携アドバイス 

・ こ れ か ら の ス ケ
ジュール確認 

・今後の開催内容や連
携先について相談 

（中小企業同友会等） 

  

・地域食堂・地域住民
の憩いの場所として
空き家を借りたい。 

継続的な団体にする
ため、2年生をメイン
ターゲットに勉強会や
合同イベントをする。 

「オルビスくまもと未来基金」第2回団体相談結果一覧（5月実施） 
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  活 動 内
容 

団体名 申請内容 課題 活動状況と成果 

１ 働 く マ
マ支援 

ママハタ
ラク・プロ
ジェクト 

子育てママ・求職希望女
性セミナーカウンセリン
グ開催・企業とのマッチ
ング合同企業説明会開
催 等 

●運営は助成金を活用予定 来年度
は法人化を計画 

●運営事務局1名以外は、それぞれ
の本業・得意分野を活かした担当制
ボランテイアで運営。 

●今後も企業の受け入れ体制充実、
継続的サポート体制の構築を図って
いく予定 ママさん向けの人材派遣
会社・保育園も開設予定 

●セミナー毎月開催 

・ニーズに合わせた内容を企画（例「保育園に預ける）な
ど、仕事開始によるさまざまな生活面での課題に関す
るもの等 

・毎回定員を超える申し込み 

●育児情報雑誌との連携 

広報・コラム執筆など 

●新事務所移転。託児室を設置。 

・自団体で託児付きセミナー開催が可能に） 

（今後の予定） 

中小企業とのマッチングイベント準備中 

２ マ マ と
子 ど も
支援 

ハ ロ ウ イ
ンマルシェ
実行委員
会 

ハロウインイベントを通
した親子の心のケア 
子どもたち職業体験・販
売体験 会継続のため
運営体制充実 

●活動―昨年開催会場から変更。実
施体制やリスクマネージメント体制の
見直しを行い、長洲商工会の協力を
得て会場決定。 

●開催実施体制・組織体制の見直し 
3年後・5年後の姿を描く 

●会員・寄付対応 HPの充実 

●学びや相談を活かして 

10月開催に向けて、いよいよ本格始動 

★事前申し込み体制を整える！ 

・出展者（100店舗）：１次募集終了。２次募集開始（７月１日
から） 

 参加者は九州各県から 反響あり 

・先行メンバー募集開始 

・写真撮影先行予約スタート 

・開催地長洲町関係者との話し合い 

・ボランテイアスタッフ募集等 

●テント・警備員費用補充のため新規助成金獲得 

●協賛金の募集体制を整える 

・企画書・特典など 

３ 子ども 

支援 

よかあん
ばい 

ジャパン 

（菊陽町）長期休暇期間
小学生対象 

有資格者・学生ボランテ
イアと共に学習・生活支
援を行う 

●3年・5年後の姿を描く  組織体
制の整備 

●HPやパンフレット、活動報告書など
の充実 

●行政や他の関係機関との連携を図
る 

●夏休みの活動体制を整える。 

・チラシや広報計画を考える。行政等への協力依頼 

・内容の再検討 

●組織体制 

・今後の活動の在り方 

・棚卸・方向性をチームで考え中。 

2018年「オルビスくまもと未来基金」採択団体 １月～６月 活動状況と成果（団体運営基盤強化セミナーでの学びや相談を活かして）                 
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４   くまもと
転入 

マ マ の
会 

職業体験 イ ベ ン ト
「キッズジョブ」の開
催（8月）職業模擬体
験イベントの企画運
営 

●地域に根差した活動展開―協
力団体をどのように広げていく
か？ 

●3・5年後の姿 会員制度・組織
体制の見直し 

●キャリア体験・子育て支援活動
の展開 

●５月 子ども職業体験に向けた勉強会（財団
で設定） 

・循環型社会職業体験活動を行っている団体と
の連携 

・７月初め福岡でのイベントで、メンバー体験を行
う。 

●１０月開催イベントに向けた体制づくり 

・連携団体との調整 

・内容がため 

●組織体制―転入者歓迎会開催 新メンバー勧
誘 組織体制の見直し 

５ ハンズハ
ンズ 

嘉島町での子ども・
地域食堂の定期的開
催 

学習支援のシステム
づくり 

●今後の方向性・活動内容の見
直し、活動資金の充実 

●継続的協力者・メンバー体制
をどうするか？ 

●広報・パンフレットなどの整備 

●参加者の増加（１５０～１７０名） 

・ボランテイア体制（協力依頼―SNSや新聞発行、
社会福祉協議会等へ依頼）を整える。 

・寄付依頼（物品寄付―定期寄付、都度寄付募集。
足りないものをはっきり伝える。 

・スタッフ体制の整備 

・プロボノー企業の応援体制（物品だけでなく、
のぼりやチラシ作り、新聞発行当の協力 

●新規助成金獲得 

６ 

  
熊本大学
災害ボラ
ン テ イ ア

サンフラ
ワー 
  

学生ボランテイアの
ネットワーク形成・連
携した支援体制や支
援者の研修 

  

●学生ボランテイア同士のつな
がりがない。災害支援で活動し
ている学生ボランティア団体の
ネットワークを作り、情報共有の
場づくりや学びの場、学生が主
体となって連携した支援活動を
行っていく体制づくりと勉強会
開催。 

●HPやパンフレット充実、活動
報告書作成 

●他の助成金でー活動拠点の
整備、仮設住宅での支援活動 

●第１回学生ボランテイア活動報告会・交流会開
催（６団体） 

・活動報告 

・団体課題出しワークショップ・今後の方向性 

●団体運営学びの場（３回開催） 

７月７日―組織運営 

８月２６日―広報について 

９月－ファシリテーション 

●学生ボランテイア合同イベント企画 

 １１－１２月 

●組織運営―２年３年生を中心とした執行部体
制 



交流会 



閉会 


