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5月～6月のりた  
(告知)  

市民・地域活動などの事例から、市民活
動の始め方を学べる講座を開催いたしま
す。内容が変わるので、両日の受講がおス
スメです。 

市民活動  
いちから講座  

窓口、電話、メール、FAXにてよりなんへ 
お申込みください。 

市民活動団体等の連携体制の強化と防
災の当事者意識を高めるための交流会で
す 。 

筆記用具、感染症対策（マスク着用） 

申 

持 

所 

定 

時 10:00～12:00 

対 市民活動団体の方 
ボランティアに興味のある方 

やはぎかん2Fホール 

20名(先着順) 

6/14（火）までに窓口、電話、メール、FAXにて 
やはぎかんへお申し込みください。 

やはぎかん防災交流会  
  ～助け合い・支え合いを考えよう～  

無料 

時 

￥ 所 よりなん 

定 15名程度（1団体2名まで） 先着順 

対 市民活動を始めたい方 
始めたばかりの方 

持 筆記用具、感染症対策（マスク着用） 

￥ よりなん 

対 

持 

申 

▲ホームページ ▲face book 

▲過去開催した際の様子 

※詳細は、HP等で随時更新します。 

▲新情報誌「まちのワ！」 

6/19 
 

日 

6/11（土）     13:00～15:00 
5/14 (土）     10:00～12:00 

NEWS 3 

NEWS １ 
  
＼情報誌が生まれ変わります！ ／ 

 これまで地域交流センターごとに発

行していた情報誌ですが、5月号から

全地域交流センターの内容を整理統

合した紙面に変更となります。岡崎市

内全域の市民活動情報をはじめ、ボ

ランティア活動や地域のまち育て、ひ

と育てに関する様々なお役立ち情報

をご紹介。各地域交流センター、図書

館交流プラザLibraなどで配架してお

ります。また、地域回覧版でも閲覧で

きますので、ぜひご覧ください。 

 地域交流センター5館と市民活動セ

ンターでは、市民活動団体の組織力

向上を目的に、団体が抱える課題の

解決や得意分野を伸ばす研修会を

開催します。研修は、各センターを会

場に、基礎コースと発展コースに分け

て行い、各分野で活躍するエキス

パートのかた、または、研修内容に関

連する活動に力を入れる学校や企業

が講師を務めます。 

NEWS 2 

  りた×東海愛知新聞 協働事業 
  ＼市民活動団体の紹介記事掲載 ／ 

 より活発な公益活動を推進するた

めに、りたが（株）東海愛知新聞社と

協働し、岡崎市民活動団体の紹介を

することとなりました。毎月1回、公益

活動を積極的に行っている市民活動

団体を中心に東海愛知新聞の2ペー

ジ目で9団体程度ずつ紹介。多くの

方々に活動内容を知っていただく記

事を提供し、市民活動団体を支援し

ていきます。初回掲載は7月を予定し

ております。乞うご期待ください！ 

▲(株)東海愛知新聞社の竹中さんと 

 各地域交流センターを統括するりた深田 

申し込み詳細は、 

こちらをご覧ください。 

   ＼市民活動サポート研修／ 

新型コロナウイルス感染症の  

拡大防止に関するお知らせ  

地域交流センター（りた管理運営）では、

感染症拡大防止の対策を講じながら開

館しております。利用条件等はホーム

ページにてご確認ください。発熱など体調

の悪い方はご利用をお控えいただきます

ようお願い申し上げます。こまめに手洗

い、うがいを行い、マスクの着用などの咳

エチケットにご配慮いただき、感染症拡大

防止にご協力ください。  

詳細はホームページ
で随時更新します。 

96 
２０１９年１月 

特集 特集タイトルを入れる 
特集タイトル 

115 
２０２２年 5月 

特集 
地域交流センター第４期指定
管理者に指定されました！ 

 2005年より岡崎市北部地域交流センター・なごみんの

運営に携わって以降、南部、西部、東部、六ツ美分館の

指定管理（第1期から3期）を担ってきた本法人。2021年

度に第4期指定管理者の公募があり、選考の結果、引き

続き指定管理者になることができました。 

 第3期までは、市民活動団体の認知度を高めることに

注力し、市民と市民活動団体が出会える交流イベントを

開催するなど、市民活動団体の活躍の場を作って市民 

 

の目にふれる機会を増やす取組をしてきました。第4期

ではこれまでのネットワークや情報の蓄積を活かして地域

の課題解決や魅力向上のために市民（町内会や事業者

等）と市民活動団体をつなげる“マッチング”や“コーディ

ネート”に注力し、市民協働の観点から持続可能な地域

づくりに取り組んでいきます。 

本特集では、そのための実現に向けて、りたが第4期で

力を入れる内容や新たな取組についてご紹介します。  



特集 

●地域交流センターの「これまで」と「これから」 

機能強化のための新たな取組 

 これからの地域交流センターは、市民協働コーディネーターによる市民活動のサポートに重点を置きます。これまで

は、楽しみながら市民活動にふれられる入門的なイベントを数多く手がけてきましたが、今後はそこから一歩踏み込ん

で、多様な主体の協働につながるよう発展的により絞ったテーマでの出会いや交流の場をつくっていく方針です。 

 さらに、市民からの「地域交流センターは貸し施設、たまにイベントを開催している」という認知から、より発展した「地域

交流センターは市民活動の相談ができるサポート施設、スタッフは市民活動をサポートする市民協働コーディネーター」

であることの認知度を高めていきます。 

ボランティアマネジメントや組織マネジメント、

NPO設立関係、資金調達等の高度な相談に

対応できる専門スタッフを配置します。 

●特徴的な新規の取組 

●相談機能の強化 

＼まちづくりに関する会合や社会貢献に関心のある企業の情報等があればお寄せください／ 

こんなときは市民協働コーディネーターに相談ください！ 

各センター窓口に配置した「市民協働コーディ

ネーター」が、市民活動やボランティアの相

談、助成金情報の提供、他団体との協働マッ

チングなど、市民活動のお手伝いをします。  

◆子ども会や老人会行事でアトラクションに協力してくれる団体を探している 

◆地域資源の整備活動をしているが、担い手の高齢化で手が回らなくなってきたので協力者を募りたい 

◆ボランティアをしたいけど、なにをどうしたらいい？ ◆ボランティアを依頼したい、受け入れ時に気をつけることは？ 

◆団体の会員・仲間が増えない…  ◆団体運営に行き詰まっている、まずは何から手を付ければいい？  etc. 

 こんな相談もしていいの？と悩むことがあれば、まずは最寄りの地域交流センターまたは市民活動センターにお電話くださ

い。高度な相談はお電話での事前予約がおススメです。 

市民協働コーディネーターの配置 高度相談対応職員の配置 

（より専門性の高い市民協働コーディネーターの呼称） 

公益活動統合サイト新設 

市民活動団体、企業、町内会等の法

人格を問わずに、公益的な取組事例

を紹介するサイトを開設し、市内の公

益活動を広く発信します。 

（２０２３年度公開予定） 

これまでセンター毎に発行していた情

報誌を廃止し、地域交流センター5館と

市民活動センターで統合情報誌を新

たに年6回発行。回覧エリアも全市に

拡大します。 

市民協働コーディネーターが施設周辺

地域にも目を配り、足をのばします。町

内会や事業者、学校との対話・ヒアリン

グにより各センターへのニーズや地域

の困りごと等を把握し、いつでも声をか

けられる関係性を構築していきます。 

既存のボランティアマッチングシステム

「まちびとバンク」を改良し、ボランティ

ア（人）のマッチングに加え、物のマッチ

ング、特技・機会のマッチングを全セン

ターで運用します。 

情報誌「まちのワ！」発行 まちびとバンク改良 

地域へのアウトリーチ 

市民活動センター 市民活動センター 市民活動センター 3月～4月のりた(報告)  

特集 
各センターでの交流事業・
地域連携事業の紹介 

●市民活動サポート研修 ●地域連携 

●環境演出・施設ボランティア ●交流事業 

 テーマ 事業名 時期 

北 歴史まちづくり 地域活動サミット 2月 

南 高齢者福祉 高齢者支援ネットワーク交流会 10月 

西 防災 防災交流会 6月 

東 環境 活躍人！交流会 6月 

六 子育て ゆきファミリーパーク 10月 ▲花壇整備のイメージ 

 テーマ 内容 時期 

北 チラシのコツ／動画作成・配信 情報発信力 5/21、11/12 

南 市民活動基礎/団体運営の勘どころ 組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 5/14、6/11 

西 申請書類の書き方／プレゼンのコツ 資金調達力 7/30、8/20 

東 SDGｓ SDGsの基礎基本／応用編 7/2、7/30 

六 IT利活用 組織内導入／情報発信への活用 1/14、2/18 

中 プロボノ人生を考えよう ボランティア 10月頃 

活動や組織運営に悩んでいる団体向けに、組織力の向上を目

的とした研修会を開催します。 

地域交流センターは市民の皆さ

んと一緒に運営し盛り上げていく

施設です。花壇のお手入れや

館内装飾、サロン等、ボランティ

ア活動ができる場として開放して

います。自己表現・自己実現・

自己成長の機会としてご活用く

ださい。 

ボランティア促進・活躍の場づくりを目的に気軽に楽しくボラ 

ンティアができる場として「ふれあいひろば」事業を行います。 

 

地域や学校、事業者と連携し、市民活動や地域での活動 

の活性化・担い手育成をめざす事業を行います。 

 事業名 時期 

北 
・なごみん横丁 

・聾学校×地域 協働創出事業 
8月 

南 町内会サミット 1月 

西 矢作地域活動支援事業 通年 

東 
・藤川まちづくり協議会協働展示会 

・SB/CB事例報告・交流会 

5月 

2月 

六 六ツ美地域自慢交流会 9月 

市民活動フェス  

3/6 

７８字 

市民活動団体や公益的な活

動をしている団体を市民の皆

さんに知ってもらうための周

年記念イベント。体験などを

通して、来場者の方々に理

解を深めていただきました。  

７８字 

花壇等の環境整備をボラン

ティア主体で行う事業。今年

度はNPO法人おかざき農遊

会と協働し250名を超えるボ

ランティアが参加しました。  

みどりの空間づくり  まちなか菜園  

3/19 
 

７８字 QURUWA ACTION DAYSの

中のQURUWAエリアにおける

空き物件活用の活性化のた

めのイベント。りたが企画調整

および座談会の進行役を務

めました。 

第2回  瑞穂公園児童園の整備検討会  

4/9・10・16 

７８字 
瑞穂公園陸上競技場（名古

屋市）内のスタジアムや園内

３つの児童園が再整備されま

す。児童園の計画を考える

市民ワークショップ（3学区向

け）を、りたが運営しました。 

3/27 

エリアリノベーション作戦“Q”  
～小さなアクションからまちを変えよう～  

まち育て推進チーム やはぎかん 

市民活動推進チーム やはぎかん 

 詳細は 

随時HPに 

UPします
! 

※プロボノ・・・社会的・公共的な目的のために職業上のスキルや専門知 

          識を活かして取り組むボランティア活動 

市民活動団体等が集まり情報交換をすることで、団体同士の連

携を推進・強化する交流会を開催します。 

※ＳＢ・・・ソーシャルビジネス 

  ＣＢ・・・コミュニティビジネス 


