
次ページより、お楽しみください

　チラシ・ポスター・パンフレット等の配架・掲載
を希望される際は、スタッフにお声かけください。
きしサポの配架ラックに置かせていただきます。
また、きしサポのホームページ・フェイスブックに
掲載いたします。
ぜひご持参ください！
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２０２０年７月号

２０２０年７月１日(水)より開所時間が変わりました！
[開所時間]　火・木・金・土　10：00 から 17：00

水　10：00 から 20：00
[休所日]   　日・月・祝日

水曜日が
20時までに
なりました！

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特定非営利活動法人(NPO法 )制度の運用について
内閣府NPO ホームページにQ＆A が掲載されています。詳細は下記ホームページにて
ご確認ください。 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/  

 

 

 

 

　６月に予定していた「“新しい自分”へのきっか
けセミナー」は、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、中止といたしました。そこで、今
号では、講師予定だったおふたりに行ったインタビ
ューの内容を掲載します。
　年齢や性別を問わず、なにかを始めたい、新しい
世界と繋がりたいと思っている方いらっしゃいませ
んか。好きなことや得意なことから、無理をせず活
動範囲を広げていくためのヒントにしていただけた
ら幸いです♪

　　　　　　　

チラシ・ポスター・パンフレット
　　　　　　　　　配架いたします 　　　新しい自分へのきっかけに！

➡

活用しよう
！

NPO法人・市民活動団体の活動に役立つ講座・交流会を実施予定です。
　詳細は、「ホームページ」「フェイスブック」「きしサポ」で随時お知らせします。
座談会(毎月第３金曜日)
市民活動関連情報の収集や提供
NPO法人の設立・運営に関する相談
協働マッチングの相談

岸和田市市民活動
サポートセンター

きしサポ
座談会

Welcome to

　特定非営利活動法人は「営利を目的としない法人」です。「営利を目的としない」とは「利益を関係者に分配しない」ということで、利
益を出してはいけないということではありません。
つまり、組織や事業を継続的、安定的に運営していくために事業収入（利益）を得ることは可能です。
また、労働の対価として職員に給与を支払うことも可能です。ただし、役員に対する報酬や給与の取り扱いについては注意が必要です。
特定非営利活動促進法では「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」と規定されています。
「報酬」とは役員の職務執行の対価として支払われる財産上の利益をさします。理事長や代表、副代表など「長」や「代表」がつく理事
と監事の方は「報酬」のみしか受け取ることができませんのでご注意ください（一般の理事であれば給与を受け取ることも可能です）。

HP





　　　　　　　フードスタイリスト/
　　　　　　   フォトスタイリスト
　　　　　　　　川崎利栄さん

きっかけは、SNSの写真をキレイに撮りたいと思ったこと

子育てをしながら、
ほしいと思った自分の居場所

    岸和田で170年以上続く染物屋に嫁ぎ、３人の男の子が
いる７人家族。 今年で10年目のお弁当づくりは のべ５０００
食を超えるとのこと。川崎さんが、プロへの道を歩むきっかけ
となったのは、 SNSに投稿する写真をキレイに撮りたいと思
い、写真を撮る技術と、器・盛り付けなどのスタイリングを学
ぶために日本フォトスタイリングアソシエーションの門をたた
いたことだと言います。
 「結婚して子育てをしながら、自分なりの居場所がほしいな
と感じました。 もともと料理は得意ではないのですが、 食器
などまわりを整えるのが好きで、SNSで見つけたお弁当のコ
ミュニティに投稿をはじめました。 そこで仲間ができて、めん
どくさいと思うこともあったお弁当づくりが楽しくなり、どうせ
ならキレイに撮りたい、じゃあ習うしかないと行動しました」
　川崎さんの仕事は３つのパートにわかれます。
　・メニューを考案し、料理を作る（クッキング）
　・撮影映えのするようにまわりを整える（スタイリング）
　・撮影する（フォトグラフィング）
 ふつうは３つをそれぞれのプロが担うのですが、３役を一人
でこなすこともできるのが川崎さんの強み。数々の料理本や
テレビの料理番組のスタイリングやレシピ提供を手掛けてき
た川崎さんが、料理からスタイリング、撮影、執筆まで一人で
こなしたのが、世界文化社から発刊さ
れた『朝８分・フライパンで３品同時に
作れる魔法のレシピ！ほったらかし弁
当』です。食材をクッキングシートに包
み、フライパンに水を入れて蒸すだけ
で完成という、まさに魔法のような料
理本。「ヒントは身近なところにありま
す」という川崎さんの言葉が見事にカ
タチになっています。

「まわりの人に喜んでもらえること」を第一に

   仕事をしていくうえでの川崎さんのこだわりは、自分の「好
き」を中心にするのではなく「まわりの人に喜んでもらえるこ
と」を最優先に考えること。「好きなだけでは仕事にはなりま
せん。読む人、つくる人の立場に自分を置くことが大切」と川
崎さん。なにかと忙しい現代人がムリなく実践できる料理と
は何かをつねに考えて仕事をされています。
 「仕事をしていく上で、自分の仕事の価値を守ることはとて
も大切。オファーが入ると、報酬がほとんどなくてもメディ
アに出られるだけでうれしい、と考える方もいらっしゃい
ますよね。でも、仕事として続けていくためには時には
“断る勇気”が必要です」と川崎さん。

年齢に応じた働き方をめざして
    川崎さんは、2年前から地元ケーブルテレビで料理番組
のホストをつとめています。料理を作るのはNHK連続テレ
ビ小説「カーネーション」に出演した岸和田出身の女優川
崎亜沙美さん、ヨシモトのお笑いコンビきんめ鯛などのタレ
ントさんたちで、撮影に使用されているのが、ご自身が自
宅の近くに持つキッチンスタジオ。15分の番組中に２品作
る構成なので時短調理レシピの腕とセンスが鍛えられた
と言います。
  インタビューのしめくくりに、今後の豊富をお聞きしました。
  「出版関係のフードスタイリングは荷物が多かったり、移
動もあるので肉体的にはハードです。２０～３０代が中心の
仕事かもしれないですね。これからは、できるだけ自分の
キッチンスタジオを生かしてフードスタイリング、フォトスタ
イリングの指導や、料理教室なども考えています。年齢に
応じた働き方をしていきたいですね」
  つねにまわりの人や世の中の役に立つことを大切にしな
がら、やれることを着実に増やしていく。そんな川崎さんの
生き方・働き方に、ふと「自然体」という言葉が浮かんでき
ました。
　

　　　　　　　フードスタイリスト/フォトスタイリスト
                            川崎利栄さん   
　　　　　　　岸和田市在住
                            https://foodplane-tworks.amebaownd.com/

　　　　
　　　　　　　　　

　   新型コロナの影響で、皆でサロンの場に集まるのがむずか
　しい現状。 これからのビジョンを長谷川さんにたずねてみまし
　た。
      「さまざまなコミュニティで活動しているママさん同士や市民
　がゆるやかに横につながれる『チームおせっかいきしわだ』の
　ウェブページを立ち上げました。何かをやりたい人が自由に声
    をあげ、 それに賛同する人たちで小さなプロジェクトを立ち上
    げるというネットワークで、 このあいだは休校中の中学生たち
    に呼びかけて地域のゴミ集めをしました」
　  行政の枠を超えた活動の場を求めてNPO法人をつくった長
    谷川さんは、 さらに法人の枠を超えたネットワークを広げてお
    られます。  「できることから、ちょっとずつ」 という彼女の言葉
    どおり、 産声をあげたばかりの 「チームおせっかいきしわだ」
    から、アフター・コロナ、ウィズ・コロナに対応する、まちをより豊
    かにする取り組みがしなやかに育っています。

     ☆「リビングふらっとスペース」などの情報はここからKit ホーム
          ページでご確認ください。http://cococolorkit.net

     ☆おせっかいネットワーク「チームおせっかいきしわだ」

「川崎さんのキッチンスタジオ」

思い立ったら行動できる、SNSのしなやかなつながり



( 一財 ) 冠婚葬祭文化振興財団

    第 21 回社会貢献基金助成

水 20
17・木・金・　

【助成事業名】  未来のつばさ プロジェクト支援事業 2020 
【助 成 対 象】   子どもの健全育成
【助 成 金 額】   1 件あたりの上限額： 300,000 円
【応募締切日】  2020 年 10 月 30日
【問 合 せ 先】   楽天　未来のつばさ
                          TEL：03-5642-7890
　　　 お問合わせ：https://mirainotsubasa.or.jp/contact/　　　　　　 

詳しくはウェブサイトで　
URL：https://mirainotsubasa.or.jp/institution/
 

 
  

 JASM研究部会補助金制度    

【助成事業名】  トヨタ自動車株式会社
                      　「トヨタ環境活動助成プログラム」2020 年度
【助 成 対 象】   環境保全
【助 成 金 額】   1 件あたりの上限額： 7,000,000 円 
【応募締切日】  2020 年 9月 3日   
【問 合 せ 先】   トヨタ環境活動助成プログラム」事務局
                          TEL： 03-3817-9238
　　　　　  E-mail : tmc-ecogrant@g500.jp 
詳しくはウェブサイトで　               
URL：https://global.toyota/jp/sustainability/esg/
                          challenge2050/challenge6/ecogrant/  

きしサポのホームページ

にも助成金情報を掲載

しています。

        ぜひご覧ください！

        ( 毎月 2 回更新中 )

【助成事業名】  JASM研究部会補助金制度 
【助 成 対 象】   保健・医療・福祉、子どもの健全育成、
                          科学技術
【助 成 金 額】   1 件あたりの上限額： 100,000 円
【応募締切日】   2020 年 9月 30日 
【問 合 せ 先】   日本社会福祉マネジメント学会　　
                          E-mail : info@jasm.info 

詳しくはウェブサイトで
URL：https://jasm.info/form-study/  

チャレンジして

  みませんか？

助成金情報

NPO法人　Q&A

NPO法人は利益を出してはいけないの？

 利益を計上すること自体は問題ありません。
ただし、獲得した利益はすべて今後の活動のために使用しなければなりません。

　特定非営利活動法人は「営利を目的としない法人」です。「営利を目的としない」とは「利益を関係者に分配しない」ということで、利
益を出してはいけないということではありません。
つまり、組織や事業を継続的、安定的に運営していくために事業収入（利益）を得ることは可能です。
また、労働の対価として職員に給与を支払うことも可能です。ただし、役員に対する報酬や給与の取り扱いについては注意が必要です。
特定非営利活動促進法では「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」と規定されています。
「報酬」とは役員の職務執行の対価として支払われる財産上の利益をさします。理事長や代表、副代表など「長」や「代表」がつく理事
と監事の方は「報酬」のみしか受け取ることができませんのでご注意ください（一般の理事であれば給与を受け取ることも可能です）。

 

 

トヨタ自動車株式会社
「トヨタ環境活動助成プログラム」

未来のつばさ プロジェクト支援事業 2020 


