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★名古屋市市民活動推進センター・Facebook 12月20日（金）～ 2月15日（土）

★イオンモール新瑞橋   2月  1日（土）～ 2月　2日（日）　　　　　　　　　　　　

★ナディアパーク　２階アトリウム   2月15日（土）　　　　　　　　　　　　　　　
　ファーストキフ・フェスタ　会場                  

★Facebookで全参加作品をご覧いただけます。
　URL https://m.facebook.com/vnpo758/photos/a.505010046785794/511667709453361/

作品展示・投票概要

「ひろがれ！ボランティア訪問授業」に行ってきました！
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センターニュース

　「ファーストキフ」のイベントの一つとして、昨年に続き、ポスターコンテストを実施しました。コンテストの賞金は、

皆さんの投票によって、「なごやNPO応援寄附金」からファーストキフ参加団体の活動資金として配分しました。

ファーストキフに参加してくださった団体の想いや活動をポスターにするため、芸術系の大学生さんにご協力いた

だいた作品もあり、想いあふれる熱いポスターたちが勢ぞろい。イオンモール新瑞橋さんでの出張投票では、お買

い物途中に足をとめて一生懸命私たちの説明を聴いていただきました。幅広い世代に向けて関心をもっていただ

ける機会となりました。

　さて、その結果は・・・こちら！！☟☟☟

ファーストキフ・ポスターコンテスト　結果発表
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2020年5・6月号

　市民活動推進センターは、小学生にボランティアや寄附について知って

もらうことで社会貢献への意識を育みたいと、「ひろがれ！ボランティア訪問

授業」を実施しています。この授業の特徴は、児童の身近な地域で活動す

るボランティア団体にも来ていただき、どのような思いで活動しているか、体

験を含めてお話してもらっていることです。

　令和元年度は、3校で授業を行いました。その様子をお伝えします。

プログラム

・福祉学習のふりかえり　※桜小学校のみ

・ボランティアってなあに？

・みんなの身近なボランティア

  （地域で活動するボランティアさんより）

・寄附ってなあに？
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特　集

「ひろがれ！ボランティア訪問授業」に行ってきました！

■船方小学校 ［熱田区］

特　集

～児童 の感想か ら ～
●私も大人にな った ら、災害の起きた場所に
行って、困っている人を助けたいです！！！

●きふもおかねがもったいないと思ってたけど、自分も他
の人も楽しく生活できるためには、きふしていきたいと思
いました。

●髪の毛を寄附したよ。

～先生 の ア ン ケ ー ト か ら ～
●ボランティアについて、実際に活動されている方からのお話、
寄附についてと、どれも分かりやすく教えて頂けてよかったです。

●ゲストや講師の方の話を熱心に聞き、手話に取り組む
児童がたくさんいました。

●スライドと共に説明があって分かりやすかった。種類の違うボラン
ティア団体の話が聞けて、子どもたちも楽しく参加できた。

・対象：5年生　児童92名

・日程：1月24日（金）

・ゲスト団体：

  あつた災害ボランティアネットワーク
非常用持ち出し袋に何を入れる？

■千鳥小学校 ［南区］

・対象： ①6年生　児童37名

　　　  ②5年生　児童43名

・日程：1月28日（火）

・ゲスト団体：手話サークルれいんぼう　

　　　　　　（協力：南区社会福祉協議会）
耳の聞こえない人は困っていることがあ

るよ。手話を覚えて、手伝ってあげてね。

手話で「ボランティア」という言葉は、「一

緒に歩いている」ことを表現しているよ。

■桜小学校 ［南区］

・対象：5年生　児童53名

・日程：2月13日（木）

・ゲスト団体：

  みなみ災害ボランティアネットワーク、

  かんでらmonzen亭
地震の時に、身を守るダンゴムシの

ポーズ！他の人にも教えてあげてね。

得意なことを生かして、だれにでも優

しいまちをつくる活動をしているよ！

平時に、災害時に、みんなができ

ることがあるよ。
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伝 言 板
◇ 事業報告書等提出書類の最終チェック ◇

N P O 法 人 向 け

　ＮＰＯ法人は、事業年度終了後３か月以内に事業報告書等の書類を所轄庁に提出することになっています。

提出書類はホームページ「なごや★ぼらんぽナビ」

（http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npo_support/npo_manage.html）からダウンロードできます。

　事業報告書等提出書類は、郵送または窓口で提出してください。受け取り確認が必要な場合は、事業報告書提

出書の控えもあわせて提出してください。郵送の場合は、返信用封筒（切手を貼り、宛先を記入したもの）を同封し

てください。書類確認後、受付印を押印した控えを返送します。

※収支計算書で提出している団体は、活動計算書への切り替えをお願いします。

※新型コロナウイルス感染防止対策症に係る総会の開催等については、内閣府特設ページをご確認ください。

　内閣府「新型コロナウイルス感染症に関連した情報」

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

□名古屋市の様式を使っている

□法人印（登記した印）を押印している（代表者の個人印ではない）

□法人名、事業年度の記載がある

□事業の実施に関する事項の記載がある

□定款に「その他事業」の記載があるが、実施していない場合、「その他の事

業に係る事業　本年度は実施せず」と明記している

□会議の開催に関する事項（総会・理事会）の記載がある

□法人名の記載がある

□期間は、事業年度の始まりから終わりの年月日になっている

□定款に「その他の事業」がある場合、区分して記載している

□法人名の記載がある　

□日付は、事業年度の最終日現在になっている

□法人名の記載がある　

□日付は、事業年度の最終日現在になっている

□法人名の記載がある

□期間は、事業年度の始まりから終わりの年月日になっている

□全員の氏名にフリガナを振っている

□前年度内に役員をした人全員（途中で辞めた役員、途中から入った役員も

含む）の記載がある　

□就任期間の記載がある

□報酬を受け取った期間の記載がある　

受け取っていない場合は「なし」になっている

□法人名の記載がある　

□日付は、事業年度の最終日現在になっている

□１０人以上の記載がある

書類名 チェック項目 必要部数

1部
□事業報告書

　等提出書

□事業報告書

□活動計算書

　　　（※）

□貸借対照表

□財産目録

□年間役員名簿

□社員名簿

　　　　２部

（２部のうち１部は公開さ

れます。）

□個人印や口座情報、

電話番号、車両ナン

バー、生年月日などの、

個人が特定できる情

報は記載しないでくだ

さい。

□原本証明や捨印、監

事の確認印も押さない

でください。

提出前の

事前確認に

使ってね！
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9：00～12：00
8/22［土］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：田中

まもなく、センターが最も忙しい６月を迎えます。多くのNPO 法人さんの事業報

告書提出の時期となるからです。事業報告書を読むたびに、色々なタイプのNPO 

法人が存在し、多くの市民が関わっているのがわかります。法人情報閲覧コー

ナーでは、事業報告書を公開しています。興味がある人はぜひ、見ていただけれ

ば。活動のヒントが見つかるかも！

講座受講のお申込みは、窓口・電話・FAX・電子メールにて

受付けます。電子メール・FAXでお申込みの際は、講座名・

氏名・電話番号・所属団体・参加動機をご記入ください。

名古屋市内で活動しているまたは活動する意思のある個人・

団体を対象とします。詳しくは、当センターのホームページ

「なごや★ぼらんぽナビ」をご覧ください。

イラスト協力：加藤舞美

名古屋市市民活動推進センター主催講座・イベントのご案内　　　

【問合せ・申込先】

名古屋市市民活動推進センター

電話： 052-228-8039   FAX： 052-228-8073  

電子メール： npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

URL： http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/

2月の設立認証NPO法人

社会福祉事業支援センター

名　称

瑞穂区

主たる事務所の所在区

保健・医療・福祉

主な活動分野

2月末現在の所管法人数

認証法人数 ： 884法人　  認定法人数 ： 27法人　  特例認定法人数 ： 1法人

■費　用： 無料（前日までにボランティア活動保険に加入していることが必要です。）

■ボランティア活動保険の申込先： 

　名古屋市社会福祉協議会または各区の社会福祉協議会

　名古屋市社会福祉協議会

　電話（052-911-3180）・電子メール（nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp）・

　ホームページ（URL：https:www.nagoya-shakyo.jp/）

■ボランティア活動保険： 保険料・補償内容など詳しくは

　　　　　　　　　　  愛知県社会福祉協議会ホームページ： 

　　　　　　　　　　  http://aichivc.jp/volunteer/insurance.html

■定　員： １０名（先着順）

■持ち物： 筆記用具・タオル・飲み物・室内シューズ・運動ができる服装・

　　　　　　　　　ボランティア活動保険の加入者カードまたは保険料受領証

■条　件： 高校生以上

※今後の状況により開催中止となる場合もございます。ご了承ください。

知的障害者がプレーしている「スポンジテニス」の運

営補助の体験を通して、ボランティアの心得や自分に

合った活動の探し方をわかりやすくご紹介します。

■場　　所： 名古屋市障害者スポーツセンター 体育館

　　　　　 （名東区勢子坊2-1501）

■申込期間： 6月11日（木）～8月19日（水）

障害者スポーツ ボランティア体験！ ～一緒に 気軽に 楽しもう！～

名古屋市・名古屋市社会福祉協議会　共催

スポンジ
テニスの

練習風景
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