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SDF2007年度事業報告内容

【事業内容報告】

①NPO資金調達支援事業
◆「関西ええこと.mot」を活用した資金調達支援（兵庫県CB離陸応援事業）

②寄付基金事業②寄付基金事業
◆「子どもがつくる夢基金」
◆「Redog基金」
◆「 ベトナム基金」◆ ナ 」

③社会的経営指導事業
◆「若者・子どもがつくる ハート アート 商店街」事業（兵庫県先導的商店街活性化補助金）
◆ひょうごアドプト推進へ向けた行政 NPO協働事業◆ひょうごアドプト推進へ向けた行政・NPO協働事業
◆Web及びフェアフレンズ事業

【その他の報告】

◆英国コミュニティ・ファンド等のプログラムオフィサー及びファンドレイザー育成に関する視察
◆2008年度事業計画
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役員役員
代表理事
◆金森康 NPO法人宝塚NPOセンター理事◆金森康 NPO法人宝塚NPOセンタ 理事

副代表理事
◆柏木宏 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市共生社会研究分野教授

理事兼事務局長
◆加藤友佳子

理事（50音順）
◆橘裕子 青少年育成文化芸術団体ぷちぱんそー代表
◆三井ハルコ NPO法人市民事務局かわにし副理事長兼事務局長
◆森綾子 NPO法人宝塚NPOセンター理事兼事務局長森綾 法 塚 事兼事務局長

監事
◆吹曽幸雄 NPO法人宝塚NPOセンター理事

アドバイザリーボード；SDFの事業に賛同した関係者で構成
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資金調達支援事業
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ブログシステム進捗状況

• ブログシステムのバージョンアップ

→サブ・ポータルの作成が容易サブ ポ タルの作成が容易

⇒2007度は５つのサブ・ポータル立ち上げ
• スポンサー広告バナー欄挿入機能

各団体の資金調達支援→各団体の資金調達支援
• 名称変更

→「阪神・宝塚・川西情報ねっと」から「関西ええこと.mot」へ
→スポンサー獲得のため「地域限定」のイメージを払拭

• ＩＤ発行数250団体（2007年度末）• ＩＤ発行数250団体（2007年度末）
• 開発資金源

→ニューメディア開発協会
→ＣＢ離陸応援事業

• 地域の商業者へスポンサー広告の営業を開始

→2008年度は大手にも営業を広げる2008年度は大手にも営業を広げる
• 経産省中間支援機能強化事業でも本システムを支援団体へ導入する
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関西ええこと.mot －構造図－
他に，
・千里ﾆｭｰﾀｳﾝまちづくり
・高槻市まちづくり
・箕面まちづくり

「関西ええこと.mot 」は

・箕面まちづくり
・神戸灘エリア活性化
・兵庫県環境アドプト
・兵庫県生きがいしごとSC関西北
・宝塚NPOC公式サイト

メインポータル
メインポータル

サイト複数のテーマ毎の
サブポータルサイト

と

から構成

・宝塚NPOC公式サイト
・SDF公式サイト
・企業系再開発事業
・CSR関連
・イベント関連・イベント関連
・時限広告関連；ﾏﾝｼｮﾝなど

テーマ毎のサブポータルサイト

※2007年11月1日現在の予定

宝塚市
まちづくり情報

子供・若者系
NPOねっと

川西市
まちづくり情報まちづくり情報

公共交通利用促進
阪神都市圏

NPOねっと まちづくり情報

吹田市
市民活動情報

介護・福祉系
NPOねっと
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阪神都市圏
広域バスマップ

カレンダー機能
日ごとのイベントを表示

アクセスランキング
サブポータルに表示
されるブログの
アクセスランキング

関連リンク
サブポータルに関連す
るリンクを表示るリンクを表示

または、スポンサーバ
ナーを表示

着

イベント情報
イベントとして投稿され

新着コメント
トラックバック

投稿
た記事をピックアップ

フォトアルバム

その他、新着①
サブポータル毎の一般
広告主のブログ新着を

ブログ内に投稿されて
いる画像をピックアップ

一般広告主の
ブログ新着を表示

その他、新着①スポンサー
CSRパートーナー
のバナーを表示

表示

その他、新着②
サブポータル管理者が
自由に設定したブログ

サブポータル管理者
が選ぶブログ新着を

表示

その他、新着②

自由に設定したブログ
新着を表示

自由枠新着記事

サブポータル管理者
が選ぶブログ新着を

表示

自由枠

自由枠
サブポータル管理者が
自由に設定したブログ

新着を表示

全ブログの中からサブ
ポータル管理者が選
択したブログの新着を

表示
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寄付基金事業
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子どもがつくる夢基金
寄付対象NPOリスト（2008.3.31）寄付対象NPOリスト（2008.3.31）

001：子どもがつくる夢ねっと
http://voluntary jp/yume net/http://voluntary.jp/yume-net/

002：青少年育成文化芸術団体ぷちぱんそー
http://bari-furi.biz/http://bari furi.biz/
http://voluntary.jp/petit/

003：NPO法人キララ
http://voluntary.jp/kirala/

005：NPO法人宝塚NPOセンター
http://voluntary jp/zukanpo/http://voluntary.jp/zukanpo/

006：NPO法人スポーツクラブ FALCO
http://voluntary.jp/falco/p y jp
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基金事業：子どもがつくる夢基金

• 第１回子どもがつくる夢基金アワードを開催

• 「子ども」をキーワードに活動している団体の中から、2007年度に注目すべき活動実
績を残した団体を表彰する

• アワード賞金（※応募段階での予定）
☆激励賞 20万円 １団体
☆応援賞 10万円 ２団体
※使途は自由 団体のキャパシテ ビルデ ング つながるように※使途は自由：団体のキャパシティビルディングへつながるように．

【募集要項】

○期間：1月末～2月18日（月） ※応募の呼びかけはブログ上にて．
○応募条件

・子どもに関連する活動をしている団体

・ボランタリーライフ.jpまたは関西ええこと.motで情報発信している団体jp
（アワード受賞を機に情報発信を開始する団体も可）

・法人格等は一切問わない

○応募資格（以下のどちらかに該当）○応募資格（以下のどちらかに該当）

・SDF子どもがつくる夢基金パートナー団体
・SDF子どもがつくる夢基金パートナー団体からの推薦を受けた団体
○応募方法 Ａ４1枚の用紙に①活動ＰＲ②2007年度のN 1 エピソ ドのブログ記事○応募方法： Ａ４1枚の用紙に①活動ＰＲ②2007年度のNo.1.エピソードのブログ記事
を記入してE-mailまたはFAXで応募 10

【審査会】

○日時： 2008年2月26日（火） 15：00～
○審査メンバ ※SDFの理事より４名○審査メンバー ※SDFの理事より４名
柏木宏、森綾子、金森康、加藤友佳子

○当初は「激励賞：20万円×１団体」「応援賞：10万円×２団体」を予定していたが，審査
会で「活動に優劣をつけてしまうようで ＳＤＦのスタンスに合わない」という意見があり会で「活動に優劣をつけてしまうようで，ＳＤＦのスタンスに合わない」という意見があり，
応援賞のみ（10万円×3団体）に変更．
○子どもがつくる夢基金・登録団体から3団体の申請があった

第1回の今回はブログ上での呼びかけに限定したため 来年度は登録団体の→第1回の今回はブログ上での呼びかけに限定したため．来年度は登録団体の
推薦団からの応募を増やし，積極的にＰＲしていく．

【審査結果】

◆青少年育成文化芸術団体ぷちぱんそー
ゆめのはこの主催団体でもあり，SDFフェア・フレンズ・プロジェクトをアート面でも支えてく
れている団体．アートを通じて子ども達の夢とまちを応援しています．活動も発展しており，こ
れからの展開が楽しみです！れからの展開が楽しみです！

◆NPO法人キララ
性的虐待問題などに取組む．相談も増え，その内容も多様化・深刻化しているとのこと．し
かし社会の関心は低く 活動資金の確保が困難な分野のひとつです 日本のお金の流れをかし社会の関心は低く，活動資金の確保が困難な分野のひとつです．日本のお金の流れを
変えていかないと．．．願いを込めて．

◆NPO法人スポーツクラブFALCO
兵庫県北部にあるサッカ クラブ 部員は70名を越え 小学校や幼稚園への“出前”も増え兵庫県北部にあるサッカークラブ．部員は70名を越え，小学校や幼稚園への 出前 も増え
たとのこと．「ブログを始めて活動が拡がり，理解・協力も増えました」．ボランタリーライフ.jp
アクセス数NO.1の人気ブログです． 11

第１回子どもがつくる夢基金表彰式のようす

【表彰式】
○日時：2008年3月29日（土） 12：00～
○場所：原田の森ギャラリー（ゆめのはこ2008会場内)○場所：原田の森ギャラリ （ゆめのはこ2008会場内)
○参加者：約15名

・ゆめのはこ2008にて表彰式を開催表彰
・ぷちぱんそーの子どもたちの音楽演奏、アカペラの発表で開式
・受賞三団体の代表者が活動を紹介
・活動のエピソードや社会状況の大変さなど各々の団体が日々実感していることをお話い
ただいた
・ブログによる効果（応援者が増えた、活動に対する周囲の理解が進んだ）も大きいことが
挙げられた

途 パ が ど 「笑 も 楽・表彰式の途中、ゆめのはこのパフォーマンスが始まるなどＳＤＦらしく「笑い」も忘れない楽
しい雰囲気となった
・こどもたちの絵に囲まれた会場は参加者にも喜ばれた

12



子どもがつくる夢基金子どもがつくる夢基金

• 深江ワークヴィレッヂ（代表：堺昭生様）より、木のおもちゃデ
ザインコンテストのための基金運営の依頼

• 子どもたちから木のおもちゃのデザイン画を募集する．審査
後デザ 基 ヴ ヂ 際後デザインを基に深江ワークヴィレッヂにて作品（実際の木
のおもちゃ）に仕上げる．

2008年の夏前後に募集予定 作品発表はゆめのはこ2009• 2008年の夏前後に募集予定．作品発表はゆめのはこ2009
にて．

• 深江ワ クヴィレッヂ×ぷちぱんそ の共催でＳＤＦは基金• 深江ワークヴィレッヂ×ぷちぱんそーの共催でＳＤＦは基金
管理を担当する

• 2007年度基金残高500,000円
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Redog 基金
NPO法人Social Design Fund（SDF）

Redogとは スイスの「救助犬」のこと Redog基金は JR福知山線列車

NPO法人Social Design Fund（SDF）

Redog基金とは？

Redogとは，スイスの「救助犬」のこと．Redog基金は，JR福知山線列車
事故の被害者支援など，ゆっくり・じっくりと様々なサポートを行なってい
るNPOを支援します．Redog基金の生みの親は“Redog今井裕”さん．
チャリティCD「THE JOURNEY OF OUR LIVES」「sound garden」のプロチャリティCD THE JOURNEY OF OUR LIVES」 sound garden」のプ
デューサーです．

寄付は何に使われるの？

寄付先の各団体の人件費・活動費として使われます．寄付額の90％が各団
体の活動の現場に充てられます．Redog基金の会計報告はSDFのブログに
て 寄付金の使途及び日々の活動の様子は各団体のブ グにて報告しますて，寄付金の使途及び日々の活動の様子は各団体のブログにて報告します．
（各ブログのアドレスは次ページにあります）

支援先はどうやって選ぶの？

寄付者ご自身が寄付先を指定することができます．活動主旨・内
容・雰囲気などから自由に選んでください 各団体の活動への参容・雰囲気などから自由に選んでください．各団体の活動への参
加はもちろん，ブログでもその様子が伝わってきます． 14

応援先は皆さんが決めてください！応援先は皆さんが決めてください！

００１：NPO法人市民事務局かわにし JR福知山線列車事故被害者支援
市 拠点を置く“中 支援” 法 す 年 福知山線川西市に拠点を置く“中間支援”のNPO法人です．2005年4月25日のJR福知山線列

車事故で被害に遭われた方々の支援に取り組んでいます． 被害者支援の集いの場，
専門的ケアの情報提供，コンサートなどこれからも様々な形で取り組んでいきます．

００２：Redog Café

http://voluntary.jp/jkawanishi/

JR福知山線の列車事故で被害にあわれた方へ 心を鎮めるチャリティCDをプロJR福知山線の列車事故で被害にあわれた方へ，心を鎮めるチャリティCDをプロ
デュース．青少年を対象に，音楽で以って，情緒を広げ豊かなバックグラウンドをつく
り，自由な発想ができる下地を作るお手伝いをします．共に演奏することで体感して
いくプログラムです

http://voluntary.jp/redog/

いくプログラムです．
－Redog Cafeは，Redog今井裕とその周りのアーティスト犬によるものです．－

００３：青少年育成文化芸術団体ぷちぱんそー ばりばりふりーKOBE事業
“子ども達の居場所づくりArtプロジェクト”をコンセプトに活動を行っています．障害を
持った子どももArtで自由に表現し 作品を通じて地域の人々や社会との接点を広げ

http://voluntary.jp/petit/

持った子どももArtで自由に表現し，作品を通じて地域の人々や社会との接点を広げ
ていっています．是非一度子ども達の作品を見に来て感じて下さい．

15

Redog基金
• Redogとして「4月25日福知山線脱線事故追悼チャリティコンサート」を開
催．実行委員の中にも当事者、当事者の関係者がいた．

• Redog今井裕作曲の「Sound Garden」をオーケストラ・バージョンで演奏．
• てんとうむし音楽隊（ユースメンバー）による演奏
⇒事故被害者のひとりがメンバー⇒事故被害者のひとりがメンバ

彼が「今回の事故は乗り合わせた人たち、励ましてくれた

人たち、新たなつながりが生まれました」と メッセージ

• 若者を中心に，当事者も交えて音楽を通じた事故の追悼と被災者支援を
行っていく

• チャリティＣＤを継続販売していく• チャリティＣＤを継続販売していく

• 2007年度末残高2,023円年度末残高 , 円
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ベトナム基金

• 初の冠ファンド．ベトナムの子どもたちの応援が目的

• 第一弾は中部地域に住む少数民族・エデ族のこどもたち第 弾は中部地域に住む少数民族 エデ族のこどもたち．

• 衛生問題や衣食住に困らない環境であり，子どもたちの教育環境も整っている．

• しかし少数民族の子どもたちは小学校1年生から母語のエデ語ではなく，多数派
民族のベトナム語で学ばなければならず 授業についていけない子が多い民族のベトナム語で学ばなければならず，授業についていけない子が多い

• そのため進学や就職が難しく，少数民族の社会環境の向上が進まないのが問題
となっている．

今後も 地住 声を聴きなが 必 な支援を行う• 今後も現地住民の声を聴きながら必要な支援を行う

• 前回訪れた時にエデ族の民話を収録した．また，子どもたちに絵を描いてもらっ
た（美術の時間が無く，みんな初めて絵の具を使った）のでそれらを合わせてフェ
アフレンズグッズの絵本を作成した．

• 絵本で活動をＰＲしながら、将来的には寄付収入や事業収入を確保していく

• ゆめのはこ2008でブース展示，反応が良くプレ発表の絵本を見て購入を決めるゆめのは 2008でブ ス展示，反応が良くプレ発表の絵本を見て購入を決める
方もいらした

• 2007年度末基金残高 2 669 430円• 2007年度末基金残高 2,669,430円
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社会的経営指導
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行政・ＮＰＯ協働事業助成（行政提案型）

「“美しい県土づくり”パートナー制度」検討及び創設支援事業
～県民主体の「ひょうごアドプト」の推進～

アドプト事業進捗状況

【現在】【現在】

• 現在兵庫県の市民団体に対して県が必要な用具や苗，種を分配・提供している

• 人件費等コストがかかっているため，段階的に民間へ移行したい

基本的な事業運営 かかる必要経費は県が用意する• 基本的な事業運営にかかる必要経費は県が用意する

• 取り組みを効果的に情報発信したい

• 今後予算が削減されていくので，各団体で資金調達できる仕組みが必要

• 2007年度は宝塚，三田，姫路の中間支援団体へ説明を行った
【今後】

• エリアごとに中間支援が分配 統括を担う（エリアセンタ ）• エリアごとに中間支援が分配・統括を担う（エリアセンター）

• 宝塚ＮＰＯセンター/ＳＤＦが全体のエリアセンターの統括
• 地域の企業のＣＳＲと連携し，資金調達

→スポンサー広告としてブログ・システムを活用
→アドプト専用ポータルサイトの開設

• 来年度は試験的に宝塚（姫路）で実施来年度は試験的に宝塚（姫路）で実施

→その後兵庫県全体へと広げていく 19

ゆめのはこ2008

平成19年度 商店街活性化事業（先導的活性化事業）

ゆめのはこ2008
～こどもが作ったゆめのはこ

まち 残 め あとまちに残ったゆめのあと ～

（特）ソーシャル・デザイン・ファンド

青少年育成文化芸術団体 ぷちぱんそー青少年育成文化芸術団体 ぷちぱんそ

水道筋１丁目商店街振興組合
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ゆめのはこ2008
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
会期：2008年3月27日（木）～ 30日（日）

時間：10：00 17：00時間：10：00 ～ 17：00

会場：メイン会場；原田の森ギャラリー

サブ会場；畑原市場、水道筋1丁目商店街、王子動物園

来場者数 約15000人（4日間）来場者数：約15,000人（4日間）

参加アーティスト数：約150名

来場者の層；幼稚園～小学生中心

生後数か月のあかちゃんからおじいさん・おばあさんまで

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

• どのプログラムもワークショップも大勢のこどもたちが参加どのプログラムもワ クショップも大勢のこどもたちが参加

• 毎日遊びに来た子もチラシを見て訪れた子もたくさんのワーク
ショップやプログラムに参加して「アート」を満喫していた．

• 当日ボランティアのみなさんからも「こんなに楽しいボランティア• 当日ボランティアのみなさんからも「こんなに楽しいボランティア
なら来年も喜んで来るよ」とうれしい声．

• 主催者（参加アーティスト）達が笑顔いっぱいで活き活きしていた
のが何よりの証拠のが何よりの証拠．

21

ピックアップ・プログラム アート・ワークショップ
地域の若者アーティストが各々ブースを設置地域の若者ア ティストが各々ブ スを設置

こどもたちと一緒にアート作品をつくりました
ゆめのはこづくり
ゆめのはこ特製赤い箱にオリジナルの貼り絵，スタンプ，お絵描き！ゆ 特製赤 箱 リ ナ 貼り絵， ， 絵描き
ゆめがふくらむ，ゆめのはこが完成！

キャンディ・アクセサリー
布を使って自由に色づけ．

完成したらオリジナル・キャンディを頭に腕に♪

ポストカードワークショップ
アーティストが素材となる絵をカードの端に描き
空間にこどもたちが絵を書き加えていく空間にこどもたちが絵を書き加えていく
想像力を脹らまし，コラボレーションのオリジナルポストカードが完成！22

ピックアップ・プログラム 音楽とアートの融合
こどもたちの五感を刺激して心豊かに！

怪傑犬仮面現れる!? モダンダンス発表 表現の世界に会場全体が
惹きこまれた瞬間

こどもたちの五感を刺激して心豊かに！

惹き まれた瞬間

パレード
音楽に乗ってみんなで行進だ ！音楽に乗ってみんなで行進だー！

ガリレオ絵本の読み聞かせ
ピアノ演奏付きで大人も子どもも一緒に旅をしました
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思い出缶バッジ大作戦
こどもたちに大好きな絵を描いてもらい、イラストを募集！
その子の絵をそのまま缶バッジに加工してゆめのはこで展示

イラスト応募総数約3500点 缶バッジ展示も3500個
１フロアすべての壁がイラスト＆缶バッジで埋まった
来場した子は自分のイラストを壁 面から遊びながら探す来場した子は自分のイラストを壁一面から遊びながら探す
ボランティアのおじいさんやお兄さんも脚立を使って一緒
に探し，手渡しで返却するあたたかい風景．作戦大成功☆

来場者の中からは
「この缶バッジ売ってないんですか」ッ 売 な す 」
「どれを見ても良い絵だね」
「元気をもらいました」
「来年もまたやりますか」

と好評の声ばかり届いた

そして何より 応募したこどもが自分の絵がそのままそして何より，応募したこどもが自分の絵がそのまま
オリジナル缶バッジになっていることに喜んでいた 24



商店街アート化 ～フラッグアート装飾～
水道筋1丁目商店街の街灯にこども達の絵で作った旗（フラッグ）を飾り付け

青空になびくこどもたちの絵が町並みに似合っていた青 な く ち 絵 町 み 似

「あれ、僕の絵だー！」とお父さんの手を引いて見に来ているこども

フラッグを見に来た親子連れが商店街の中で買い物をしたり、たこ焼きを食べていくフラッグを見に来た親子連れが商店街の中で買い物をしたり、たこ焼きを食 ていく

こどもの絵が加わった通りをうれしそうに眺める商店街の人々

さりげなく でも新たなまちの風景が商店街に溶け込みつつありますさりげなく、でも新たなまちの風景が商店街に溶け込みつつあります
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空き店舗利用：制作拠点工房づくり
地域の若者アーティストがオリジナルのアートグッズを制作＆販売

商店街を飾るアート作品の制作を行う工房として

こどもたちのアートをカタチにするゆめ工房として

商店街からアート商品の制作依頼も出てきた
地域に溶け込み このまちの「アート化」の拠点として地域に溶け込み，このまちの「アート化」の拠点として
親しまれる存在になるように．
今後の展開を地域の若者アーティストが工夫を凝らしている

26

Web及びフェア・フレンズ
～JANGO（Jpan NGO) セカンドライフ～

• 情報発信ツール，コミュニケーションツールとしてセカンドライフの利用目的、方向性を
検討．

• 今年度はミーティングやＳＤＦ理事会を音声＆スライドを使って公開．

• 久留米大学との共催フォーラムを公開．

• ＪＡＮＧＯオリジナルのフェア・フレンズグッズを販売

• エイブルアート・ギャラリーでの展示• エイブルア ト・ギャラリ での展示

• 来年度はNPOファンドレイジング・スクール，中間支援NPO研修（経産省案件），商店
街活性化事業などで活用する．

応援企業のＰＲを展開し 広告料収入につなげる• 応援企業のＰＲを展開し，広告料収入につなげる

• ブログポータル「関西ええこと.mot」と連携させ，PR力を向上させる．
• 将来的にはイギリスやアメリカのユース交流，ＮＰＯ交流等を図る．
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【SDF×JANGOが提供できること】
・セカンドライフ上のSIM「JANGO」のコンテンツ
・企業専用コンテンツの構築（→1建築物＝数百万が市場価格）
・メインギャラリーに企業名を冠する（→期間限定ネーミングライツ）
・国際交流などセカンドライフ上でのイベントに企業名を冠する国際交流などセカンドライフ上でのイベントに企業名を冠する

・調査研究期間中に得た全ての関連情報

・セカンドライフ活用に関するアドバイス

ブ グポ タ バ 掲載（ 在 ）・ブログポータルサイトにバナー掲載（現在5,000PV/日）
【JANGOの将来像】
・キーワードは「子ども」「アート」「音楽」

・社会起業家向けファンドレイジング・スクール開講

・今までにない人のつながりをつくって，世界的なイベントを開催

ひとりひとりの社会貢献から 住みやすい社会をつくる・ひとりひとりの社会貢献から，住みやすい社会をつくる

・ＮGＯ・NPO・企業・行政など立場を超えて，具体的なアクションを！

※日本では，虐待など子どもの問題に取り組むNPOの経営環境が，
特に本当に厳しい状況です．様々な社会的リスクが子ども達の未来
を奪っています．これらの問題は，政府や企業では解決できないも
ので，現場を大切にするNPOだけに解決の可能性があります．
SDFはそんなNPOを応援します． 28



イギリス調査
プ グ ザ～プログラムオフィサー＆ファンドレイザーの育成について～

• 日程：2008年3月2日～9日
• 独立行政法人医療福祉機構（WAM）の調査委員として（金森），オブザー
バーとして加藤

• 目的：プログラムオフィサー（助成先を選別，サポートする人）やファンドレイ
ザー（資金調達する人）の育成マニュアル作成へ向けた調査研究

• コミュニティ・ファンドや財団など，社会起業家をサポートするポジションの
人たちにヒアリングを行った（全8団体）人たちにヒアリングを行った（全8団体）

• ローカルレベル，すなわち助成金等の受け手が活動しているような地域レ
ベルの課題や関係者とのコミュニケーションの取り方などに視点を置く

• 調査を基にWAMとしてファンドレイザー＆プログラムオフィサーの育成マ• 調査を基にWAMとしてファンドレイザ ＆プログラムオフィサ の育成マ
ニュアルを作成する
→SDFとして内容を活かし，独自の人材育成プログラムを実施する
（JANGOを活用）（JANGOを活用）
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2008年度事業計画

2007年度事業報告の通り，寄付基金事業も形を整えつつあり，子どもがつくる
夢基金も第１回アワードを開催することができました．社団法人企業メセナ協夢基金も第 回アワ ドを開催する とができました 社団法人企業メセナ協
議会との連携で限定付ではありますが寄付金の所得控除も対応可能となりま
した．
関西ええこと.motの事業も軌道に乗りつつあり，日本のNPO法人としては初め
てセカンドライフにSIMを開設 Webを活用した資金調達や経営指導の基盤もてセカンドライフにSIMを開設，Webを活用した資金調達や経営指導の基盤も
整いつつあります．

兵庫県の先導的商店街活性化事業の認定を受け，神戸市灘区の阪急王子公園
駅周辺地域の活性化事業が，地元商店街，青少年育成文化芸術団体ぷちぱ
んそ との連携ではじまりましたんそーとの連携ではじまりました．
上記事業に関しては，2008年度も継続して実施していきます．
あわせて，下記事業を2008年度に新規展開します．各事業規模は収支予算書
の通りですの通りです．

• 経済産業省平成２０年度地域新事業活性化中間支援機能強化事業
→宝塚NPOCと共同にて全国の10の中間支援機関を育成する宝塚NPOCと共同にて全国の10の中間支援機関を育成する

• 冠基金の創設
→企業や個人の名前等を冠した基金の管理運営業務を拡充していく

• チャリティコンサートの開催リ ィ 開催
→Water Water Camelの協力を得て，チャリティコンサートを開催する
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