
◆名誉顧問：広瀬勝貞（大分県知事） 

(理 事)  

◆理事長 ：鶴田浩一郎 (ＮＰＯ法人ハットウ・オンパク 理事長)  

◆副理事長：利満廣志 (大分合同新聞社 専務取締役) 

◆業務執行理事：岡 正美（おおいた共創基金 事務局長） 

岡田 正彦 (大分大学高等教育開発センター 教授) 

後藤 素子 (大分県消費生活・男女共同参画プラザ 所長) 

(監 事) 

井田 雅貴 (弁護士法人リブラ 弁護士) 

秦野 晃郎 (秦野晃郎税理士・公認会計士事務所 公認会計士) 

(評議員)  

伊藤真由美 （大分市 市民部長） 

梅野 雅子 (ＮＰＯ法人郷土伝統芸能保存会 理事長) 

桑野 和泉 (一般社団法人湯布院温泉観光協会 会長) 

権藤 淳  （(㈱豊和銀行 頭取) 

柴田 尚子 （大分県 生活環境部長） 

鍋田 耕作 (日本文理大学 准教授)  

村井 雄司 (モバイルクリエイト㈱ 代表取締役) 

山本眞壽美 (ＮＰＯ法人さわやか佐伯 理事長) 

横山 研治 (立命館アジア太平洋大学 副学長) 

※五十音順、敬称略 

２０１７年５月 1 日現在 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分市大津町 2-1-41 大分県総合社会福祉会館２階 Tel・FAX097-556-3116 E-ｍａｉｌ：info@mejiron.org 

めじろん共創応援基金 

 

 

NO.９  ２０１７（Ｈ29）．５ 

公益財団法人おおいた共創基金 

 

「めじろん共創応援基金」は、み

なさまからのご寄附により、ボ

ランティア団体やＮＰＯ法人な

どの公益活動の支援を行ってい

ます。 
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 竹内准教授はＮＰＯ法人の代表として、地元である北九州市

で商店街の活性化に取り組まれ、その後は、教育分野、環境分

野、福祉分野と活動を広げられ、現在も大学で勤務される傍ら

ＮＰＯ活動を続けられています。講演の中で、ＮＰＯ活動の継

続のためには、「人」「物」「金」が、それぞれのステージにおい

て必要であったが、それらを呼び込むためには、最終的には、

発足当時の「情熱」であり、続けなければならないという「強

い意志」が必要であることを強く訴えられました。参加者から

は、もっと多くの市民活動団体の方に聞いてほしい話でしたと

の意見が寄せられ大変好評でした。 

「ＮＰＯ活動継続の難しさ、何がそうさせるのか」 

—私の経験からの考察—         大分県立芸術文化短期大学 竹内 裕二准教授 

  

 長崎鼻Ｂ.Ｋネットは、平成 25 年 7 月 12 日に認証されたＮＰ

Ｏ法人で、国、県、市等の助成金を活用しながら、耕作放棄地の解

消による景観再生を図るとともに、観光に結び付けた活動を行って

います。そのため、アートと花の融合による花公園や自然公園の整

備美化、観光体験メニュー、「ひまわりフェスタ」、「菜の花フェス

タ」のイベントの開催、キャンプ場の運営、植物油や地域の食材を

使ったレストラン・ショップ運営等を行っています。今後は、地域

の雇用拡大と定住促進を目指して設立した株式会社と共に、２社の

運営で規模拡大を図る予定であり、参加者からは、事業活動の進め

方等が非常に参考になったとの意見をいただきました。 

「積極的活動実践の事例発表」      特定非営利活動法人 長崎鼻Ｂ・Ｋネット 理事長 近藤 哲憲氏 

      

 事例発表に引き続き、平成２８年度「めじろん基金助成事業」助成金及び助成物品（ＯＡ機器）の贈呈式を行いました。最初に基盤強化支援

事業（大分版クラウド事業）を通じて寄付金を集めた３団体に鶴田理事長から、助成金１０万円の目録が手渡されました。その後、ＯＡ機器助

成事業の２４団体については、代表してＮＰＯ法人アイラブグリーン大分にＯＡ機器の目録が鶴田理事長から手渡されました。フォーラムの最

後に贈呈団体全員で記念写真を撮った後にそれぞれＯＡ機器等を持って帰っていただきました。 
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～平成 28 年度めじろん助成事業の助成金・助成物品の贈呈～ 
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平成 28 年度 ＮＰＯ基盤強化支援事業【報告】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄   付   状   況 

平成２８年度賛助会員（敬称略 五十音順） 

※寄付者からの要望で一部公表を差し控えさせていただいております。 

【企業・団体会員：５５団体】 

宇佐商工会議所・臼杵商工会議所・(株)エフエム大分・(株)大分銀行・大分ケーブルテレコム(株)・(一社)大分県建設業協会 

大分県建設業協会国東支部・(一社)大分県建築住宅センター・大分県椎茸農業協同組合・大分県住宅供給公社・大分県商工会連合会 

大分県信用組合・大分県信用保証協会・大分県土地開発公社・大分県土地改良事業団体連合会・大分合同新聞社・大分商工会議所 

大分信用金庫・(株)大分放送・鬼塚電気工事(株)・（有）ギフターインテリア・(株)九州機設・協同エンジニアリング(株) 

佐伯商工会議所・ (株)ざびえる本舗・(株)サンウェイ・三和酒類(株)・(株)ジョイフル・(有)住吉工業・生活協同組合コープおおいた 

竹田商工会議所・谷川建設工業(株)・津久見商工会議所・鶴崎海陸運輸(株)・(株)ＴＯＳエンタープライズ・中津商工会議所 

日田商工会議所・日田信用金庫・豊後高田商工会議所・フンドーキン醤油(株)・別府商工会議所・べっぷ日出農業協同組合 

（株)豊和銀行・(株)ホームインプルーブメントひろせ・（株）松井組・（株）マルミヤストア・（株）メンテナンス・ワコーエンジニアリング（株） 

【個人：１３名】 

井田 雅貴・岡田 正彦・鶴田 浩一郎・秦野 晃郎・三代 洋一・山本 真一 

 

助成物品：ノートパソコン（１2 団体） 

★アイラブグリーン大分★大分ＤＡＲＣ★賀来衆倶楽部★クラウンボランティア・ティアドロップ★市民後見人養成・活動支援ネットワーク大分

★自立支援センターおおいた★地域ひとネット★中津文化協会★ぴいあ★みずき★ゆう★ゆうゆう 

助成物品：プリンター（２団体）  

★おおいた子ども劇場★築輪 

助成物品：プロジェクター（１０団体） 

★大分県ノルディック・ウォーク連盟★子育て応援ワクワクピース★七瀬の里Ｎクラブ★ＦＯＲ ＯＮＥ 

★ホビータイム★みどりの森プロジェクト★ゆめネットワーク★大分県コミュニティビジネス創造機構 

★総合型地域スポーツクラブ わっしょいＵＳＡクラブ★ボランティアみちの会 

：助成金額：１団体（100,000 円） 

★ＳＭＩＳ★まど★湧楽感     

 

平成 28 年度 ＮＰＯ団体への助成事業について 

3 団体は、 

3 団体は、平成 28 年度に

集めた寄付金等を使って 29

年度、地域課題の解決に向け

た活動を行いますので、応援

よろしくお願いします。 

●大分航空ターミナル寄付金贈呈式（寄付金付自動販売機による寄付金） 

平成 29 年 4 月 20 日に、大分航空ターミナル株式会社から「めじろ

ん共創応援基金」に寄付金（平成 28 年４月から平成２９年３月までの

分 115,999 円）をいただきました。各分野で地域課題の解決のために

活動を行っているＮＰＯ団体の支援のために活用させていただきます。 

 おおいたボランティア・ＮＰＯセンター 平成２９年度 講座・セミナー予定 

おおいたボランティア・ＮＰＯセンターでは、ＮＰＯ団体の基盤強化のための講座・セミナーを開催いたします。 

ＮＰＯ団体のみなさま、ＮＰＯ活動に興味のある方、これから設立を考えている方のご参加をお待ちしております！ 

■第 1 回 チャレンジセミナー 

『ＮＰＯのための「ブランディング」を学ぼう！』 
 

「ブランディング」は組織のマーケティング戦略の一つです。 

ＮＰＯにとっても活動を続けていくためには重要なものです。 

あなたの団体の想いを“伝わる言葉”にして、 

明日からのアクションにつなげてみませんか？ 

 

【日  時】平成 29 年 6 月 8 日（木）13：00～16：30 

【場  所】大分銀行宗麟館５Ｆ大会議室 

【講  師】ＮＰＯ法人シミンズシーズ（兵庫県）柏木輝恵氏 

【参加費】無料（資料代別途５００円） 

 

■ＮＰＯ基礎講座（夏）  （すべて参加無料） 

①協働について・ＮＰＯ法改正についての解説 

 6 月 29 日（木）13：00～16：30 

②会計編（初級（簿記の基本） ※夜間開催！ 

 7 月 14 日（金）18：00～20：30 会場：ライフパル 

③会計編（実践（活動計算書の作成、税務関係の基礎） 

 7 月 27 日（木）13：00～16：30 

④会計編（資金調達（ＮＰＯに関わる“お金”の基礎知識） 

 8 月 10 日（木）13：00～16：30 

■②以外の会場：大分県総合社会福祉会館 

◎現在参加募集中のセミナー・講座◎        （お申込みは、メール・FAX・電話にて受付中！） 

■第２回 チャレンジセミナー 

H29 年 12 月上旬開催予定！ 

■ＮＰＯ基礎講座（冬） 

①プレゼンテーションでの「伝えるコツ」 

②効果的なチラシ作成 

③Ｗｅｂを使った広報 

H30 年 1 月～2 月開催 

■会計フォローアップ 

日々の会計についての個別相談 

H30 年 2 月末開催予定 

 

◎今後の予定 （すべて参加無料） 

平成28年4月～平成29年3月

自動販売機 94,765

香典返し 100,000

賛助会員 1,438,000

一般寄付 50,208

募金箱 354,708

イベント寄付 13,155

平成28年度計 2,050,836

累　　　　計 12,816,473

基盤強化支援事業
（大分版クラウド事業）

741,737

平成２８年度寄付金実績　（円）


