
No. NPO名 当日出発地住所 代表者 活動分野

1 アイラブグリーン大分 大分市大字玉沢625番地2 二村　沢行 環境保全

2 碧い海の会 大分市大道町5丁目5番11号 田中　新正 環境保全

3 地域ひとネット 大分市にじが丘3-10-10 谷川　真奈美
保健・医療・福祉、
子どもの健全育成、

団体支援

4 七瀬の里Nクラブ 大分市大字野津原397番地 工藤　貢 文化・芸術・スポーツ

5 ゆめネットワーク 大分市萩原1丁目1番34号 河野　甫 子どもの健全育成

6 自立支援センターおおいた 別府市千代町13-14ユニバーサルマン
ション2F  後藤　秀和 保健・医療・福祉、まちづくり

7 べっぷ未来塾 別府市大字鉄輪2番地の18 川浪　佳恵 まちづくり

8 ＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ 別府市野口元町2-35 菅建材ビル2階 山出　淳也 文化・芸術・スポーツ

9 さいき劇場 佐伯市内町1番6号かるがも仲間館内 池田　典子 文化・芸術・スポーツ、
子どもの健全育成

10 里山保全竹活用百人会 竹田市大字会々2335番地1 井上　隆 社会教育、まちづくり、環境保全

11 ＡｍａＲｉ 宇佐市院内町大坪293番地 衞藤　めぐみ 保健・医療・福祉、まちづくり

12 ムラづくりＮＰＯ風の原っぱ 由布市湯布院町川上1524番地7 浦田　龍次 まちづくり、環境保全、
保健・医療・福祉

13 パワーウェーブ日出 速見郡日出町2997番地2 小野　町子 情報化社会

14 しげまさ子ども食堂ーげんき広場ー 豊後大野市三重町内田1615番地 首藤　義夫 子どもの健全育成、まちづくり

15 おおいた子ども支援ネット 大分市大字旦野原８２３番地5 西畑　修司 子どもの健全育成、社会教育

令和元年度NPO現場体験研修 飛び出せ公務員プロジェクト 
 受入先ＮＰＯ一覧

法　人　名

事務所所在地

（二村沢行理事長）０９７－５４１－１０４７（大分植木㈱）内

futamura@themis.ocn.ne.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

「おんぽ」 https://www.onpo.jp/npolist/item_2995.html

みどりを通じて保健・福祉の増進に関する事業

　　【「落葉はごみでない」事業の落ち葉プール＠若草公園】

【「みんなで地元の海岸を守ろう」＠奈多海岸】 　　　　　　　　【「セラピーロードの管理」
　　　　　　　　　　　　　　　　　塚野自治区との草刈り＠おしどり渓谷にて】

備　　　考
団体ＨＰ等

研修内容
（案）

【１日目】 「なぜ、昔の人は海岸の保全林にクロマツしか植栽しなかったのか？」、「これからど
のように管理していくのが良いのか？」を、奈多海岸（杵築市）で地域の人々と一緒に
意見交換会や整備作業を体験をしてもらいます

【２日目】 「落葉はごみでない」事業で使用する『落ち葉プール』の材料である落ち葉集めを、県
民の森で会員と一緒に集める作業をしてもらいます

これまでの
主な事業活動

緑のボランティアを育成する事業

環境教育に関する事業

連絡先
（研修担当）

電話

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

環境保全

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　１

特定非営利活動法人 アイラブグリーン大分　　（大分市）　

大分市玉沢６２５－２　大分植木㈱内

みどりを保護・保全し、自然環境を守る意識を育むため、地域社会の活性化に寄与する

緑の保護・緑の大切さをPR・啓発する事業

他のＮＰＯなどと連携して、緑の大切さの普及・啓発事業をしたい

大分県内の荒れている海岸林の実態と、みどりの役割のサイクルなどを少しでも知ってもらえれば！



法　人　名

事務所所在地 （活動拠点）大分市竹中中冬田

（吉井理事） ０９０－２５０５－８１９５

sk21424@yahoo.co.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◆

◆

メッセージ

【竹細工教室】 　　　　　　　【竹の伐採作業】

【施設の子どもたちの環境教育】

http://aoiuminokai.web.fc2.com/

http://www.onpo.jp/npolist/item_2946.html

その他炭焼き、森林環境整備など

研修内容
（案）

8月

10月

【１日目】

これまでの
主な事業活動

連絡先
（研修担当）

地球の森を守り、よい水、よい空気、よい土壌をつくり、次世代に引き継ぎます。また、環境教
育、障害者の自立支援、地域社会の活性化などの諸課題についても積極的に取り組み、住み良い
社会の実現を目指します。

【２日目】

子どたちを対象にした森林環境教育活動の補助（巣箱かけ、竹細工、自然観察な
ど）

（大野川合戦まつりで使用する）竹灯籠用孟宗竹、旗竿用真竹の伐採活動

今後の取り組み
地域や企業との連携

大分市大道町５丁目５番１１号

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

備　　　考

広く一般市民を対象にして、「海」をキーワードに、大分県の自然環境保全と再生、生活・歴
史・文化の見直しと活性化、青少年の育成など市民の多様なニーズに基づいた事業を行い、人と
人が助け合い、自然と人が共生できる豊かな社会の実現に寄与する。

研修先ＮＰＯ番号　２

環境保全

特定非営利活動法人　碧い海の会　（大分市）　

電話

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

団体ＨＰ等

「おんぽ」

竹林・森林整備

環境教育

農村地域の活性化支援

若者を増やしていく

法　人　名

事務所所在地 大分市にじが丘３－１０－１０

（谷川代表理事）
０９０－８９１４－２２７８（日中繋がる番号）
０９７－５４７－２４２４

info@chiiki-hito.net

主な活動分野

法人目的

◇ H27（補助事業）福祉分野における協働コーディネーター育成講座（年間）

◇ H28 （依頼） 大分市内各種イベント参加（地域づくり、障害者、学校）

◇ H29（依頼）公民館主事対象の地域づくりの講演他、福祉コーディネーター講演

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

http://chiikihito-net.com/

　　　　　　　　　　　　【地域での、ふれあい囲碁交流】

特定非営利活動法人 地域ひとネット　（大分市）　

電話

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

「人づくり、人と人とのネットワークづくり」この目的を実現するためにコミュニケーション・
プログラムを活用して、ふれあい囲碁事業と中間支援事業を展開しています。ふれあい囲碁事業
は、老若男女、障がいの有無、国籍に関係なく地域のあらゆる人が同時に参加でき居心地の良い
距離感を生み出し、笑顔あふれる地域社会を実現します。中間支援事業では、地域課題に取り組
む団体のサポートや団体間のつなぎ役を担っています。

備　　　考

NPOの基礎を学ぶ（運営、組織体制等のNPOの基礎講座　２H）谷川が担当します
ふれあい囲碁マイスター（初級講座の内容を座学、体験　2H）

・ＮＰＯ博イベント、大分県身体障害者福祉協会主催「秋の交歓会」にて、ふれあ
い囲碁ブース交流会スタッフとして参加
・中間支援事業　ガバナンス評価説明会のスタッフとして参加

研修内容
（案）

連絡先
（研修担当）

H30（補助）U-18ふれあい囲碁リーダーテキストの作成（小学生・中高校生・障害者用）

　　　　　　　　　　　　【大学にておもてなし講座】　【県内NPOとの勉強会】

【飛び出せ公務員PJにてイベント参加】

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　３

競技囲碁ではありませんので囲碁を知らなくても大丈夫です。コミュニケーションの力をつけた
い方、学級経営、福祉の現場、地域づくりに活かしたい方、NPOのことを学びたい方を募集しま
す。

「おんぽ」

これまでの
主な事業活動

人づくり、福祉、子育て、団体支援（中間支援）

【１日目】

7～8月頃

【２日目】

10 ～12月頃

http://www.onpo.jp/npolist/item_2717.html

次世代育成（コミュニケーション能力・ファシリテーション能力の向上）

団体ＨＰ等



法　人　名

事務所所在地

（事務局）
（森　GM）

０９７－５８８－１６６２
０８０－５６０６－２８０３

（森GM　PC） nstrips@outlook.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

【Ｎスポ感謝祭】

【高齢者健康教室】

【サマースクール】

成人（特に20～30代）の運動機会を増やす

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　４

特定非営利活動法人 七瀬の里Ｎクラブ  （大分市）　

大分市大字野津原397番地

連絡先
（研修担当）

電話

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

地域福祉の充実、スポーツの振興及び健康づくりの推進、地域産業の振興

子どもの夢の実現や高齢者の生きがいづくりや健康寿命の延伸を図り、スポーツを通じて地域の絆を
強めるとともに地域産業の発展を図る。

これまでの
主な事業活動

Nスポランドを活用した小中学生のスポーツ活動（競技スポーツの振興）

クラブハウス内のフィットネスルームを活用した成人の健康づくりの推進

野津原地区の高齢者を対象にした送迎付き健康教室の開催

野津原地区の一人暮らしの高齢者を対象にした送迎付き生きがいづくり

少子高齢化の進む地域の子育てと高齢者福祉のあり方を模索しています。一緒に考えてみて下さい。

備　　　考
団体ＨＰ等 https://nspo-oita.com/

「おんぽ」

研修内容
（案）

【１日目】
送迎付き小学生のスポーツ活動の補助
小中学生の学習サポート活動の補助
Nスポランドの施設管理（清掃、芝生管理、草刈り）水曜日

【２日目】
一人暮らしの高齢者を対象にした生きがいづくり活動の補助
送迎付き高齢者健康教室の補助
小中学生の学習サポート活動の補助
Nスポランドの施設管理（清掃、芝生管理、草刈り）

木曜日

法　人　名

事務所所在地 大分市萩原１丁目１－３４

（河野理事長） ０９７－５５６－００３２

yumenet.kawano.1945@gmail.com

主な活動分野

法人目的

◇

◇

メッセージ

　　　　　　　   　　   　　　　　【七夕バルーンリース】

　　　　　　　　   　　　　【明照幼稚園バルーンゲーム大会】

子どもの健全育成

ＮＰＯ法人、各種地域活動団体及び大分県民に対して、特定非営利活動を行う各種団体の活動の
連携、連動とネットワークの推進を図り、本物の芸能・文化、その他数多くのスポーツ等にふれ
ていただく事業に取り組み、県民の生活向上に関する事業を行い、各種団体の活動が充実、活性
化し、県民が安全安心、希望溢れる生活を送れることに寄与することを目的とする。

12月末までの
間で随時

【親子バルーンアート教室】

【デコバルーンボーリング】

【２日目】

親子で楽しめる、風船を使った実験や色々なゲームを準備しています。学級単位や子供会行事で
好評です。

http://www.onpo.jp/npolist/item_2852.html

【１日目】

研修内容 
（案）

・バルーンアート実践活動（病院の入院子供達対象）
・バルーンリリース（市内・小学校）

・ゆめネットワークの概要について
・バルーン（風船)の基礎知識について
・バルーンアート基礎研修

◆ 子ども達の健全育成とまちづくり推進でイベントの回数と規模を増やしていきたい。

特定非営利活動法人　ゆめネットワーク（大分市）　

今後の取り組み

12月末までの
間で随時

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

田ノ浦ビーチ七夕イベント

連絡先 
（研修担当）

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

親子バルーンアート教室

電話

研修先ＮＰＯ番号　５

団体ＨＰ等 http://yumenetwork.com/
備　　　考

「おんぽ」

これまでの 
主な事業活動



法　人　名

事務所所在地

0977-27-5508（代） 090-1965-5473（担当：神田）

ud666@jp700.com ud0101@jil-oita.sakura.ne.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

≪fix my streetを用いた民間協働街歩き≫

≪ビーチスター・ジャリスター体験イベント≫

　≪パーソナルバリアフリー基準を用いた施設調査≫

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　６

特定非営利活動法人　自立支援センターおおいた　（別府市）

大分県別府市千代町13-14　ユニバーサルマンション2階

電話

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

この法人は、障害者及び高齢者に対して、地域で自立した生活を営んでいくために必要な事業を行い、福祉の増進
を図り、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

平成26年　観光庁ユニバーサルツーリズム推進事業

http://www.jp999.com/333/

平成26年度　九州運輸局環境保全及び　交通バリアフリー等関係表彰（交通バリアフリー）部門表彰

平成23年～30年　ユニバーサルデザイン出前授業

平成27年～令和元年　FixMystreetを用いた官民協働街歩き

重度障がい者の自立支援、ユニバーサル社会の実現、バリアフリー観光・旅行の普及 3つの理念を中心に活
動。

【１日目】

平成29年　国土交通省「国土交通大臣賞 バリアフリー推進功労者表彰」受賞

　日本バリアフリー観光推進機構のパーソナルバリアフリー基準に則った施設調査を、週2か所の割合で実施。
　細かい調査を行い、データを保有し、ホームページからの情報発信や、問合せに対応することにより、
　県内外からの観光集客に繋げる礎を築いている。
　また、「バリアの情報」を発信することにより、旅行者本人の身体状況に合った所を選択できる権利を
　持っていただき、より充実した旅行をしていただく情報源となれた。

「おんぽ」 http://www.onpo.jp/npolist/item_3221.html

連絡先
（研修担当）

これまでの
主な事業活動

研修内容
（案）

備　　　考

「fix my street」という専用アプリを活用して、国土交通省・県土木事務所・別府市道路河
川課の職員を交え、街歩きを実施。直接、現場を管轄する職員の参加により、障がい当事者
目線での危険個所までも早期発見、改善対応に繋げられた。

今後、アクティビティや避難時の移動などの活用に注目されるであろう「ビーチスター」
「ジャリスター」を導入し、公園管轄の市職員、地元プロスポーツチームの方々にも参加い
ただき、体験イベントを実施。
障害等によりビーチで楽しむことをあきらめていた方々にも知ってもらうことができ、施設
に常設することにより、アクティビティの一つとしても繋げられた。

08:45　オリエンテーション
09:00　ミーティング/自己紹介
10:00　障害者自立支援部門説明
11:00　バリアフリー観光部門説明
12:00　休憩
13:00　FixMystreetを用いた街歩き体験
15:45　振り返り
16:00　終了

08:45　オリエンテーション
09:00　ミーティング
10:00　バリアフリー観光部門（パーソナルバリアフリー基準調査）
12:00　休憩
13:00　バリアフリー観光部門（パーソナルバリアフリー基準調査）
15:45　振り返り
16:00　終了

【２日目】

障害者が主体となった地域啓発活動、バリアフリー観光の必要性について一緒に考え体験して頂ければと思いま
す。

団体ＨＰ等

法　人　名

事務所所在地

（川浪代表理事）０９０－２３９９－９３８２

ykawanami1229@gmail.com

主な活動分野

法人目的

◇ 別府市を活動拠点として主にまちづくり事業／商店街振興目的の事業立案・実施

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

　多機能拠点べっぷ未来わくわくセンター　ｙｏｉｙａ

　飲食(子ども食堂／まちなか社員食堂)・物販・軽印刷・レンタルルーム

　11月は豊後大野市の萌葱の郷内施設の合同アート展示会開催

　～100年後のわたしたちへ～

　『別府かたり本』

　年刊発行予定が2017年版

　を現在校正中。。

備　　　考

連絡先
（研修担当）

https://www.facebook.com/beppumiraijuku/　　Ｆacebookページ

http://www.onpo.jp/npolist/item_3095.html

団体ＨＰ等

「おんぽ」

11月

まちなか活動の他ＮＰＯ及びＮＰＯ法人の事業紹介（見学）･･･アートマンス他
協働とは？
人が育ち、人が生きるまちづくりとは？･･･あなたはどこでどう生きたいか？
未来予想妄想意見交換会　　　　　　　　　　など

一般の市民に対して、地域における生活情報、歴史、文化等を学び知るための事業や、ユニバー
サルデザイン思考の普及を図る事業などを行い、各個人が地域に魅力を感じ、能力を発揮できる
「いきごこちの良い」社会づくりに寄与する。

個々のチカラを地域力へとつなぐ。多種多様多機能で「まちが回る」仕組み作り。

この事業を様々な点でＮＰＯ法人として役目をはたしているのか？問い直す機会としています。

H26年度～商店街振興・ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽに繋がる機会創出

研修内容
（案）

【１日目】

9月～10月

【２日目】

多機能拠点べっぷ未来わくわくセンターｙｏｉｙａ　事業紹介
ＮＰＯ法人べっぷ未来塾の足跡
ＮＰＯ法人概論（現状・必要性・将来）
中心市街地ツアー　　　　　　など

＊ご本人の関心事にあわせ研修内容を検討、提案もします。

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　７

特定非営利活動法人 べっぷ未来塾　（別府市）　

これまでの
主な事業活動

H29年度～　アーカイブス事業（記憶本発行）／H30年度～多機能拠点べっぷ未来わくわくセンター運営管理

まちづくり（多様性を活かしたまちなか暮らしを目指して）

別府市大字鉄輪２番地の18　　（活動拠点）別府市北浜1-1-16ｙｏｉｙａ／別府中心市街地

電話

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ



法　人　名

事務所所在地 別府市野口元町２－３５　菅建材ビル２階

（綾木真理様） ０９７７－２２－３５６０

info@beppuproject.com

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◆

◆

メッセージ

　　　　　　　　　 【福祉施設でのワークショップ】【SELECT BEPPU】

【『アニッシュカプーア IN 別府』春会期の様子】

http://www.beppuproject.com

http://www.onpo.jp/npolist/item_2970.html

研修内容
（案）

8月or9月

10月

【１日目】

連絡先
（研修担当）

アートが持つ可能性を社会化し、多様な価値が共存する世界の実現を目指します！

【２日目】

・BEPPU PROJECTの活動内容・目的に関する講義（90分程度）
・イベントの広報、総務作業　・アート制作補助　・ワークショップ補助　等

・イベント会場スタッフ（受付、監視など）
・ワークショップ、トークイベント補助　・インフォメーションセンター　等

今後の取り組み
アートの持つ可能性。訪れた人が感激できる地域づくり。

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

備　　　考

別府市を拠点として、人々に現代芸術を経験する機会、又はこれを創造することのできる環境を
提供することにより、現代芸術の振興、芸術活動の促進、及び人材の育成を図り、心豊かで活力
のある社会づくりに寄与すること。

研修先ＮＰＯ番号　８

文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人　BEPPU PROJECT　（別府市）　

電話

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

団体ＨＰ等

「おんぽ」

別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」・ベップ・アート・マンス事業

物品販売事業（SELECT BEPPU運営）

文化芸術による子供育成事業（福祉施設・学校へのアーティスト派遣）

「別府」自体がおもしろい事を再認識して、この町のよさをもっと引き出したい。

これまでの
主な事業活動

法　人　名

事務所所在地 佐伯市内町１番６号　かるがも仲間館

(三輪運営委員長） ０９７２－２８－５５４４

karugamo@saikigekijo.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇ 佐伯市こどもミュージカル応援事業（児童の仲間づくりの支援・舞台制作の協力等）

今後の取り組み ◆

メッセージ

　　　　　　　　【ママに抱っこされて聴いてくれます】

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　９

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

子育て支援拠点事業の活動の一つとしてママとこどもの居場所作り

特定非営利活動法人 さいき劇場  （佐伯市）　

電話
連絡先

佐伯市とその周辺地域の子どもと大人に対し、文化芸術の振興および地域の子育て支援･児童の健
全育成を促進し、子どもと大人がともに心豊かに育ちあえるまちづくりに寄与すること。

文化・芸術・スポーツ・社会教育

　【5か月健診時にボランティアとして】

これまでの
主な事業活動

地域子育て支援拠点事業「かるがも仲間館」親子広場の運営

大分県子ども舞台芸術フェスティバルによる親子観劇体験や市内外での観劇ツアー企画

http://saikigekijo.jp

　　　　　　【ママとこどもの見守り】　　　　　　【ワークショップはママも楽しんでくれてます】

備　　　考

【１日目】

地域子育て拠点「かるがも仲間館」、このひろばを通して「親子の居場所」の大切さ、「親子の
ふれあいの時間」の温かさを感じています。今年度も行政と地域協働による子育て支援を継続
し、楽しい時間を分かち合いたいと思っています。ご参加お待ちしています！

研修内容
（案）

佐伯市の乳児５か月健診時に「ブックスタート」のおすすめのボランティア活動

http://www.onpo.jp/npolist/item_5121.html

団体ＨＰ等

毎月２回

「おんぽ」

かるがも仲間館での「もくよう広場」でのワークショップ「手形アート作り」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※上記日程のうち、２日間

【２日目】

第一月曜日



法　人　名

事務所所在地

藤野めぐみ 0974-63-2638

t-taketa@oct-net.ne.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

竹加工作業（場所：旧竹田中体育館）
10月19日

里山を整備し派生した副産物である「竹」を有効活用し地域振興を目指します。

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　１０

特定非営利活動法人 里山保全竹活用百人会  （竹田市）　

竹田市大字会々2335-1　豊後竹田駅構内

連絡先
（研修担当）

電話

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

里山保全事業　イベント事業

大分県や竹田市の地域社会に対して、農山村における荒廃した里山の環境保全作業と間伐されたモ
ウソウチクやマダケ、そのほかの各種用材を活用する放置林活用対策事業を行うとともに竹の新用
途研究開発事業に取組み、地域の経済振興や環境保全に寄与することを目的とする。

これまでの
主な事業活動

広瀬武夫の杜山桜記念植樹

里山整備事業

【里山保全親子森林教室】

【竹作業（竹楽準備）】

小学校への出前授業

たけた竹灯籠「竹楽」イベントの開催

竹楽のバックヤードを体験し達成感と感動を味わってみませんか？
（心地よい汗を一緒に流しましょう！）

備　　　考
フェイスブック　たけた竹灯籠「竹楽」

「おんぽ」 http://www.onpo.jp/npolist/item_3121.html

研修内容
（案）

【１日目】

竹楽用の竹伐竹作業（場所：竹田市九重野地区）
10月12日

【２日目】

法　人　名

事務所所在地

衞藤様 ０９７８－４２－６２８３／０９０－２５１８－９３４７

npo-amari@oct-net.ne.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

　　　　　　　　　【（例）拠点での交流の様子】

ALTとすごす宇佐市小学生夏休み１日キャンプ料理講座・食育講座

夏休み等日中一時支援事業「すきっぷ」料理講座・食育講座

http://www.onpo.jp/npolist/item_4371.html

【２日目】

地域文化としての宇佐飴づくり体験実施委託　

8～10月頃

【１日目】

宇佐市介護予防生活支援サービス総合事業参加
（毎週火曜日・土曜日、一緒に調理をする）

連絡先
（研修担当）

電話

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

福祉・保険・まちづくり・地域安全・食育推進

高齢者と子供たちが交流できて食について学ぶことのできる「食育サロン」の運営をはじめ、食育
についてのサポート活動や啓発活動、及び、食品開発等の幅広い食育コーディネートを実施し、食
育活動を通じて、全ての人々が健康で安心して生活できる地域福祉の推進、並びに、地域の活性化
と雇用の創出に寄与すること。

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　１１

特定非営利活動法人  ＡｍａＲｉ　（宇佐市）　

大分県宇佐市院内町大坪２９３番地

【（例）食育講座の様子】

宇佐市周辺地域元気づくり応援事業

宇佐市介護予防生活支援サービス総合事業

高齢者居酒屋スタッフ・料理講座7～11月
第3土曜日

高齢者の食育推進。また、企業に協力して頂き、地域を食で繋ぐ活動を続ける。

これまでの
主な事業活動

福祉ボランティア専門研修事業

県産米粉利活用推進事業

食で地域福祉を繋ぎ、食で地域を元気に!

備　　　考
団体ＨＰ等

「おんぽ」

研修内容
（案）



法　人　名

事務所所在地

（浦田理事長） 090-7580-8031（0977-84-2621）

harappamojasan@gmail.com

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

今後の取り組
み

◆

メッセージ

                  【「いいね！食堂」】

　　　　　　　　　　　　　　【毎週木曜日の高齢者サロン

                                               オレンジカフェ 】　　　　 　　　　　           【農業体験】

備　　　考

特定非営利活動法人 ムラづくりＮＰＯ風の原っぱ （由布市）　

まちづくり、環境保全、福祉

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

昨年4月の震災を通して、やはり地域の人のつながりこそが最も大切な財産であることをあらた
めて確認しました。コミュニティカフェが食を通じて、どのように人と人とのつながりを作って
いけるのか、様々な試行錯誤に取り組んでいます。ぜひ一緒に私たちの試みに参加してみてもら
えると嬉しいです。

　10～11月
頃

これまでの
主な事業活動

アイガモ農法でのコメづくり事業（農家支援）

コミュニティレストラン「原っぱカフェ」事業

毎週木曜日の高齢者サロン事業

【１日目】

2016年1月末より、原っぱカフェ「いいね！食堂」という、ビュッフェ形式でお食事を提供
し、食べ終わった後に、お客様自身にお値段をきめていただき、店内に置いてある箱に自分
で料金を入れて頂く（店側は確認せず）という方式で運営しています。その日の食欲に応じ
て食べて、食べた分に応じて支払うという、この方式を取り入れることで、少しずつ地元の
方々の利用の割合が増えてきており、コミュニティカフェとしての性格がより強くなってき
ていると感じています。

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　１２

連絡先
（研修担当）

「おんぽ」

団体ＨＰ等

由布市湯布院町川上1525番地12

原っぱカフェ体験・合鴨農法の田んぼでの農作業、野菜農家の支援など（大学生
や留学生などと一緒に）

カフェのお手伝い・高齢者サロン（オレンジカフェ）への参加、野菜農家の支援
など（大学生や留学生などと一緒に）

電話

「農」が持っている多面的機能を活用し、人が暮らし、生きていくための食、福祉、教育、環
境、エネルギーに関わる総合的な機能を地域に回復し、地域の子どもたちやお年寄り、障害を
持っている人たち、社会に出ることに戸惑っている若者たちなどの居場所をつくり、誰もが地域
の中で安心して生きられる地域共生社会の実現をめざす。湯布院の様々なまちづくり文化活動に
対しても連携支援を行い、地域での文化、教養、芸術面における生活の質を高め、内面的にも充
実した豊かな暮らしづくりに寄与することをめざす。また、地域の安定は地球環境や国際平和と
切り離しては考えられず、草の根の国際交流などを通じてこれからの地球時代にふさわしい国際
感覚を持った地域住民コミュニティの実現をめざす。

http://www.jca.apc.org/~uratchan/harappa/

http://www.onpo.jp/npolist/item_2984.html

研修内容
（案）

　7～9月頃

【２日目】

法　人　名

事務所所在地 速見郡日出町2997番地2

（小野理事長） 080-3186-9374

m-ono@pwhiji.jp

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

【イベント託児】

イベント託児事業

少子高齢化が進む中、高齢者のICT底上げによる認知症防止や若い世代との交流・地域の情報
発信を促す。子育て支援において、お母さん方の気持ちに余裕を持っていただきたく、一時託
児など拡張する。託児スタッフ不足を補うことと障がい者預かりについて専門知識の学習補強
実施。

【１日目】

これまでの
主な事業活動

研修内容
（案）

【２日目】

7月後半

女性の就業支援ＩＴ事業

・地域パソコン講座　　　　　　　・　IT無料相談
毎週水曜日（午前１０時～１２時）/　毎週木曜日（午後１３時～１５時）

少子高齢化が進む中、高齢者や若者との交流のツールとしてのICT底上げ支援実
施。（パソコン又はタブレットの講座）

【ＩＴ無料相談】

7月中旬以降

少子高齢化が進む中、地域での「共存共生」が地域活性化をも促す。

託児スタッフ専門研修/イベント託児など

一時託児など実施する中、この頃発達障害のお子さんを預かる事がある。申込書類
が当日になるので把握する事が大変難しい。そこでスタッフについて知識不足を補
うための専門研修を実施。家族会の方や外部の方へ募集をし、託児に携わりたいと
思われる方の参加も促し研修を実施予定。合計２０時間の一部の研修に参加して頂
き、現場の声や問題点を学ぶ。

http://pwhiji.jp/

http://www.onpo.jp/npolist/item_2917.html
備　　　考

「おんぽ」

団体ＨＰ等

地域住民に対して、ＩＴを活用し情報技術やその活用能力の向上、人的ネットワークづくり等の
支援を行い、地域住民の潜在能力の発見や福祉および地域社会の活性化に寄与する。

地域パソコン講座事業/IT無料相談

情報技術、地域活性化、子育て支援、就業支援、子ども若者支援

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　１３

特定非営利活動法人 パワーウェーブ日出  （日出町）　

電話
連絡先

（研修担当）
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ



法　人　名

事務所所在地

首藤様 ０９７４－２２－１１１３

shigemasakodomosyokudou3@gmail.com

主な活動分野

法人目的

◇

◇

◇

今後の取り組み ◆

メッセージ

※写真など

「どのような環境に育っても子どもたちの未来は創り出せる」ち信じる人々と協働して、地域の
子どもを見守り育て、子どもたちが自らの生き方に主体性を持ち、積極的に社会に参画していけ
る力を育てることを目指す。

しげまさ子ども食堂（子どもが一人でも入れる食堂を定期的に開いています）

地域活性化、子育て支援、子ども若者支援

ＮＰＯ現場体験研修～飛び出せ公務員プロジェクト～　研修先ＮＰＯの概要

研修先ＮＰＯ番号　１４

特定非営利活動法人　しげまさ子ども食堂

電話
連絡先

（研修担当）
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

豊後大野市三重町内田１６１５番地（研修実施場所：豊後大野市三重町内田４１０６－１）

7月～12月

子どもの学びは「大人のまね」から始まります。自分のまわりの大人が楽しそうにしていること
を学んでもらえるように活動しています。まずは、ご自分が楽しいと思えることから考えていた
だければと思っています。

上記と同様

https://shigemasa.jimdo.com/

https://www.onpo.jp/npolist/item_7578.html
備　　　考

「おんぽ」

団体ＨＰ等

げんき広場（子ども食堂開催時に遊びを自ら創造できるようサポートしています）

①プレゼンテーション指導（中学生・高校生等対象）「なぜ？」「何のために？」「今？」
と思考を繰り返し、自分の内面に向き合い、自分の言葉を獲得して、発表します。
②舞台フォーマンス指導（高校生・中学生・小学生対象）表現の方法はいろいろある。失敗
しても大丈夫思いっきりやってみよう！社会人、小・中・高校生が一緒に舞台を作り上げま
す。

【１日目】

これまでの
主な事業活動

研修内容
（案）

【２日目】

7月～12月

無料学習支援（中学生対象に地域の社会人や大学生と学習支援を行っています）

子ども食堂開催時の調理・食材受け取り・子どもの見守り・プレーパーク指導等の
体験。学習支援のボランティア体験。プレゼンテーション、舞台パフォーマンスの
指導への参加

＊興味のある活動に参加していただきたいと思いますので、ご相談ください。


