
 

  

CAN NAVI 
笑顔のためにできることのすべてを 

かんなびの丘だより 
第 13号・10周年特大号(2015年 6月 1日発行) 

特定非営利活動法人 NPOかんなびの丘 

本誌を通じて、判断能力の不十分な方々に契約型社会の荒波に乗り越えていくナビゲーションと

して少しでもお役に立てればと思っています。当事者と社会と NPO かんなびの丘の双方向の機関

誌を目指していきます。よろしくお願いします。 

②理事長あいさつ 

通常総会のお知らせ 

③活動報告：助成事業の報告 

 活動紹介：年賀寄附金助成 

④「かんなびの丘」航海日誌・断片 

⑤前頁続き 

⑥活動掲示板（2014.10～2015.3） 
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法人成年後見人 

正会員数：31名  賛助会員数：137 名  成年後見受任数：50 件（2015 年 3 月 31日現在） 

NPO かんなびの丘は、 

会員のみなさま、地域 

のみなさまに支えら 

れて、NPO 法人化 

10周年を迎えるこ 

とができました。 

2003年に支援費 

制度が導入されたことを 

きっかけに金剛コロニー入所者の 

金銭管理を前団体が担うことになりま

した。その条件として NPO 法人を設

立することとありました。そして約 2

年の準備期間を経て2005年2月17

日に登記が完了して NPO 法人として

スタートをきりました。 

詳しい沿革は 4・5 面に掲載してい

ますのでご覧ください。 

また、10周年を迎えるにあたって、

法人の顔も新しくなりました。設立時

に理事長を務めた鴻巣十二子が再登板

することになりました。就任の挨拶を

2面に掲載しています。 

今年は 10 周年イヤーとして、新し

い事業や体制の見直し等、次の 10 年

に向けた取り組みを行っていきます。

今後とも、NPO かんなびの丘の活動に

ご支援・ご協力いただきますようお願

いいたします。 

10周年記念ロゴマーク 



 

  

平成 17 年 2 月 7 日に「特定非営利

活動法人 NPOかんなびの丘」として大

阪府より認証を受け同 17 日に登記が

完了し活動を開始し、今年で 10 年にな

ります。設立の理念は、障がい者が自分

らしく暮らしていける「障がい者の人権

擁護」の推進であります。 

現在、事業として平成 26 年 3 月末

に大阪府障害者福祉事業団（以下、事業

団）との金銭管理業務契約の終了後、成

年後見事業、第三者評価事業等を展開し

ています。特に成年後見事業ついては、

金剛コロニーで生活されている方とし

ての業務（財産管理・身上監護）や成年

後見制度に基づく相談等に関わらせて

頂いております。 (↗) 

(↘) ご家族の皆様には平成26年5月

以降、「NPO かんなびの丘」事務所が

堺市北区中百舌鳥に移転し、何かとご迷

惑をおかけしています。 

「どうして堺へ･･･」と問われる事が

しばしばあります。その経緯・理由はつ

いては、昨年度の総会資料に掲示してお

りますのでご一読ください。 

さて、私はこの機会に「NPOかんな

びの丘」の責務の原点に基づいて、成年

後見事業の質の向上と啓発に努めてま

いります。ご質問・ご懸念される点があ

りましたら、どうかご遠慮なくお問い合

わせ頂ければ幸甚です。どうぞ、ご家族

の皆様のご理解とご協力をお願い申し

 上げます。
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鴻巣 十二子 

今年も総会の季節がやってきました。 

毎年、3 月に事業年度が終了してから 3

ヶ月以内に総会を開催することを定款で

定めています。 

総会は単に活動の報告や計画をお伝え

する場でなく、会員のみなさまと交流する

貴重な場であると思っています。総会は正

会員や賛助会員だけでなく、一般の方の参

加も大歓迎です（総会の議決権は正会員の

み）。総会終了後には例年どおり、懇親会

を開催します。 

通常総会 

日時：6 月 7 日（日） 13:30～ 

場所：金剛コロニー ゲストハウス 

   （富田林市甘南備 216） 

内容：2014 年度の活動報告・決算 

   定款変更（評議員会の設置） 

   役員の辞任・選任 

   2015 年度の活動計画・予算 

 他 

髙橋昌彰氏は 4月末日をもって理事長を退任いたしました。また、6月 7日に開催される総会

をもって理事も退任する予定です。理事長交代に伴い、皆様にもご迷惑をおかけしますが、

何卒よろしくお願いいたします。 
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助成事業 

年賀寄附金助成 

NPO かんなびの丘では、成年後

見制度をより身近な問題として考

えていただくため年賀寄附金助成

を活用した事業を進めていきます。 

今回、「知的障がい者親族のため

の成年後見制度理解促進および活

用促進事業」として助成いただきま

す。具体的な内容は、成年後見制度

をより知っていただくためのイベ

ントの開催や啓発冊子の作成のほ

か、親族後見人が手間なく後見活動

ができるファイルの開発です。 

コロニーまつり（下記参照）での

PR が最初の活動となります。この 

活動は親族が後見人となった場合

に裁判所への報告が疎かになる、適

切に報告書類が作成できない等の

声をお聞きし、成年後見活動を主活

動とする団体として何ができるか

を考えたときに直接的に支援をす

ることに加えて支援をしている方

（今回の場合は親族）を支援する必

要があるのではないかと考えまし

た。手探りの活動にはなりますが、

よりよい社会を目指してみなさま

と一緒に新しい形を見つけること

ができればと考えています。 

「コロニーまつり」に出展します 

今年もコロニーまつりに出展する

ことが決まりました。例年と同様に

成年後見制度相談会のほか、「さを

り織り」の販売等を行います。 

日時：2015 年 6 月 6 日（土） 

   10:00～14:00 

場所：金剛コロニー 体育館周辺 

   （法人ブースは総合管理棟前）  

感謝！！ＷＡＭ助成金 

福祉医療機構より、福祉サービス

の窓口事業の実施にあたり助成金を

いただきました。 

本事業を実施することで、地域の

各種団体と出会うことができまし

た。また、地域資源が有効に活用で

きていない現状も分かりました。今

後、法人としてどのように活動する

かは未定ですがこの活動が無駄にな

らないようにしていきます 

感謝！！厚労省助成金 

厚生労働省より、財産管理の

実態調査の実施にあたり助成金

をいただきました。 

財産管理事業の難しさを改め

て感じました。その一方で支援

を必要としている人がおり、様

ざまな工夫をして支援をしてい

る団体が全国にあることを知り

ました。ここで学んだ事を活動

にいかしていきます。 



  

二年間だけ…の期限が迫り、もう

これ以上、保護者会で金銭管理を続

けていくのは無理！となって、否も

応もないなか、とりあえず立ち上げ

を。じゃぁ、まずは勉強…。心もと

ない俄か仕立ての小舟に数人が乗り

込み、怖いもの知らずで大海原に漕

ぎ出そうというその時に、たまたま

市役所での運命の出会いがあって、

精通したある方に相談をかけたとこ

ろ、そんな私たちを見るに見かねて

か、無装備の船に海図と羅針盤を持

ち込んで来てくださったのが山内さ

んでした。内海に漂いながら、NPO

の｢いろは｣を一つひとつ学ばせても

らって、なんとか第一関門の「認証

申請」にまでたどり着くことができ

たのです。感謝！ 

 

 小舟は、こうして小型船の体裁

が整い、百名を超える正会員と賛助

会員を得て、前途洋々の船出「設立

総会」は、喜志駅近くの富田林市民

会館ホールでの開催。障害者福祉事

業団には、ボランティアルームを提

供してもらって事務所を確保。ただ、

NPO の性格上、公的に事務所所在地

をコロニー内とするのはよろしくな

いということで、鴻巣理事長の自宅

住所を拝借。金銭管理の仕事は、保

護者会時代を引き継ぎ、寮ごとに担

当者を配して行ないました。月例の

点検業務は、保護者の理事さん方が

遠方からお越しいただき、煩瑣な作

業を担ってくださいました。感謝！ 

快晴の船出から間もなく、初めて経

験する風雨に襲われました。理事長

が体調を崩され、職を辞される事態

に。人選が滞るうち、「私でよければ、

当面…」と救世主。再び山内さんに

救われることに。感謝！ 

 

コロニー利用者の地域移行が活発

になる中、金銭管理の仕事が先細り

になるのが明らかなこと、いや、そ

れより何より、かんなびの丘の立ち

上げの究極の目標である｢法人後見｣

に早く目鼻を付けねばならない。そ

んななかで、保護者相談・説明会や

申し立てのサポート、後見受託への

草分けのための家裁通いなど、地道

な活動をコツコツ続けていただいた

のが南辻さん。いまや 50 件を超えよ

うとする後見受託の基礎を固めてい

ただきました。感謝！ 

 

 ｢継続可能な組織｣への｢経営刷新｣

と、その柱として欠かせない｢確固と

した事務局体制｣…これが新理事長

の揺るがぬ信念でした。堅牢でかつ

経済性も追求し、鋼鉄製の船体への

改造と省エネ運行システムの採用が

進められていきます。 

初の専任事務局員として小林さ

ん。また、育成には外の血が必要と

数名の助っ人理事さん。顧問・相談

役・ガバナンスの設置、事務局員の

複数化…と次々放たれる改革の矢。

論議沸騰の末、ついに禁断の？｢金銭

管理の集中化｣も。 
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方向性は、どこから見ても尤もな話。

でも、あまりの急進ぶりと権限集

中・管理強化の流れに船内を覆い始

める暗雲。話し合い平行線で結局退

かれることに。しかし、育て親から

いただいた数々の貴重な教訓は、よ

りよく継承。感謝！ 

 

 嵐が去って、またしても次期理事

長の選出に難渋。かんなびの丘の屋

台骨であった金銭管理の事業がコロ

ニーに奉還することが決まってい

て、事務所も明け渡すも必要が…と

いった、まさに舵取りを間違えば遭

難という状況で、操舵長を引き受け

てくださったのが高橋さん。新事務

所も中百舌鳥駅近かに見つけていた

だきました。感謝！ 

 

 NPO の活動は無償が原則か、はた

また、相応の報酬は当然か？ 非営

利法人という性格を持ちながらの

｢組織維持の問題｣や、働き甲斐とと

もに生活の糧もまた得るべしの｢報

酬観｣…この根本的な問いは、永劫に 

続く議論となるやもしれません。こ

のたび、体調も気力もすっかり取り

戻され、再度、舵を握られることに

なった鴻巣理事長に、『譲れぬもの

は、譲れぬ！』といった爽やかな頑

なさを学ばせていただきました。 

感謝！ 

 

 この 10 年の間、正会員の方、賛助

会員の方はもとより、本元弁護士は

じめ、これまでに理事やガバナンス

メンバー、相談役をお引き受けいた

だいた方々、金銭管理の事業にご尽

力いただいたスタッフや帳簿証憑類

の点検作業に携わっていただいた保

護者の方々、事業団の職員の皆さん、

このほか、ここに挙げられなかった、

直接・間接的に NPO かんなびの丘を

支えていただいたすべての方々に、

あらためて心より感謝の言葉を申し

上げたいと思います。感謝！ 

 

（文：理事・白土隆司） 
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年度別後見受任数と理事長（敬称略） 
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（E）次の 10 年はさらに元気になってパワーアップ 

かわいいおばあちゃんになりたい。 

（D）10 年の重みを感じながら、新しい 10 年を築い

ていきたい。 

丘を下りて…(編集後記) 

詳しい内容や最新の情報はホームページをご覧ください 
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９月 

 

 

10 月 

 

 

 

11月 

 

 

12 月 

 

 

 

１月 

 

 

２月 

 

 

３月 

ファンドレイジング日本に参加（2/15） 

ファンドレイジングは直訳すると、寄付集め。 

でもその実態は法人のミッションをどのように伝 

えていくか、理解していただくか、共感していた 

だくか。NPO の真髄ともいえる部分です。 

今回は事務局長が参加しました。法人の運営に反 

映していきます。 

2014 年 9 月～2015 年 3月の主な動き 

市民活動イベントで成年後見制度や法人を PR 

 南大阪各地で開催された市民活動団体のイベントに出展しました。まず、10 月に

堺市の「堺市民活動・ボランティアフェスティバル」において、法人 10 周年のロ

ゴ選定の市民投票を実施しました。そこで 1 番 

人気となったロゴマークが理事会においても最 

多得票で法人ロゴマークに採用されました。初 

参加の松原市では、パネル展示を行いました。 

毎年参加している富田林市の「ひろとん」にも 

出展し、成年後見制度の PR を行いました。 

人権週間（12 月）イベントで成年後見制度を PR 

 今年は、大阪狭山市、富田林市で行われた啓発イベントに出展しました。大阪狭山市

の「にんげんばんざい」では、相談コーナーやゲームコーナー等を設けて制度の啓発を

行いました。富田林市の人権フェスタでは、パネル展示を行いました。 


