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　みんなでよりよい未来をつくるために、楽しみながら「ボランティア」や「ＮＰＯ」について知り、チャリティーなどを通

して応援する交流イベント「ファーストキフ」。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの実施が

とても難しい状況に…。

　そこで！ 今年は、新型コロナウイルス感染症に負けないよう、オンラインに場を移してファーストキフ・フェスタ

＠オンラインを実施いたします！

　ファーストキフ・フェスタ＠オンラインの特設ページと、市民活

動推進センターのYouTubeチャンネルを開設し、ファーストキ

フ参加団体の活動をＰＲした「30秒動画」を一斉に公開します！ 

３０秒と言えば、少し長めのテレビＣＭほどの時間。その短い時

間の中で、各団体が自分の団体のどんな点を一番伝えたいの

か、どんな伝え方をしているのか、ぜひご覧ください！

　ファーストキフ・フェスタ＠オンラインの連動イベントとして、「Ｎ

ＰＯ３０秒動画コンテスト」を実施いたします！参加団体の動画に

ついて、①再生数、②高評価数、③コメント数、④応援メッセージ

の4点をポイントに換算し、「なごやＮＰＯ応援寄附金」にいただい

た寄附をポイントに応じて配分いたします。応援したい団体につ

いて、ぜひ①YouTube動画の視聴、高評価及びコメント、②団

体への応援メッセージの送付（センターのメールにて受付後、特

設サイトにて公開予定）をよろしくお願いいたします！ 

「ファーストキフ・フェスタ＠オンライン」始動します！！

名古屋市社会福祉協議会　地域の支え手応援事業
　　　　「地域の困りごと解決応援助成」申請団体募集 

第31期災害ボランティアコーディネーター養成講座実施報告

特集①

特集②

ぼらんぽ　ファーストキフ　2020 検 索
「なごやNPO応援寄附金」へも

ご協力お願いします！

【開催期間】 ２月２日（火）～２月２８日（日）
特設ページについては鋭意制作中です！

「なごや★ぼらんぽナビ」や当センターの

Facebookでチェックをお願いいたします！
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特 集 ①

9・10月の設立認証NPO法人  

名　称 所在区 主な活動分野

ボールひとつが繋ぐ縁

Fa：未来図

TUNAGU

権利擁護トーチ

東区

中村区

中区

天白区

子どもの健全育成

保健・医療・福祉

消費者保護

保健・医療・福祉

名古屋市社会福祉協議会　地域の支え手応援事業

「地域の困りごと解決応援助成」　申請団体募集
　今年はコロナ禍により、新たな地域の困りごとが顕在化・深刻化して、支援の必要な方々が増

えている一方、活動が制限され影響が出ている団体もあるのではないでしょうか。そんな中、地域

の困りごとを解決するための取り組みが求められています。

　名古屋市社会福祉協議会（以下「市社協」）では、地域の困りごとを解決するための取り組みや新たに始める事業に

ついて、3年間の継続的な資金応援をします。「地域で活動を始めたいけれど、資金不足で…」「今行っている取り組みを

あと3年間で形にしたい」など、資金面で悩まれている方は、ぜひご活用ください。

●地域住民向けに子育て応援講座を開催し、修了生とともに子どもの見守りなどを行う活動

●コロナ禍において、情報が届きにくい人への支援活動

●コロナ禍において拡大した偏見・不安を解消するための取り組み

●新しい生活様式を踏まえたつながりづくりのプログラム作成活動

●外国籍の方が多く住む地域で、防災など共通の課題に一緒に取り組む活動　　など

●「地域の困りごと解決応援助成」対象活動の具体例　　　　　　　

　「地域の支え手応援事業」は、地域の支えあい活動、困りごと解決活動への参加、立ち上げや継続を応援する事業で

す。地域の活動に参加することを支援する①住民の地域活動参加支援事業、②助成金「地域の困りごと解決応援助

成」、③「①」及び「②」事業利用者のためのフォローアップの3事業で成り立っています。この事業は、市民の皆様からの

ご寄付を原資とした「名古屋市福祉基金（地域福祉推進・子育て支援基金）」を活用しています。

①今年度は、「ポストコロナ

社会で私たちができること

を考える講座」として、コロ

ナ禍での活動について学

び、考える講座を実施

●「地域の支え手応援事業」とは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊「地域の困りごと解決」とは・・・一人ひとりの生活上の困りごとを解消するために、地域住民の力で行う取り組

【応募受付期間】令和3年1月6日（水）～20日（水） 17時必着（郵送・持参）

【審　査】 助成金額 ： 3年間で上限30万円、10団体程度

　　　　 面接審査…令和3年2月12日(金) 午後　

【詳　細】名古屋市社会福祉協議会ホームページ　https://www.nagoya-shakyo.jp/

【問合せ】名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部（電話：052-911-3180）

＊助成団体には、事業実施中の悩みなどを相談できる個別相談や広報・資金調達などをテーマとした勉強会、助

成団体同士の交流会なども無料でご利用・ご参加いただけます。

③今年度は、コロナ禍

の中での活動につ

いて助成団体同士

の近況報告･交流会

を実施
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日　　程：1/31（日）、2/6（土）、2/7（日）【全3日間】

対　　象：名古屋市在住・在勤・在学の方で3日間通して受講できる方

定　　員：40名（※応募者多数の場合は抽選となります）　募集締切：1/19（火） 必着

応募方法：往復はがき又は電子メール

①住所、②氏名（ふりがな）、③電話番号、④学校名または勤務先（市外在住の方のみ）

⑤年齢、  ⑥メールアドレス　を記入し、市民活動推進センターへお申し込みください。

※電子メールの場合は、件名を「災害ボランティアコーディネーター養成講座」としてください。

※電子メールでのお申し込みにつきましては、受付完了のメールを送信いたします。

３日以上経過しても返信がない場合は、お手数ですが市民活動推進センター

までお問い合わせください。

　　　　　　　　★申し込み専用QRコード（メール作成画面が開きます）→

特集②

10月末現在の所管法人数

認証法人数 ： 877法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 1法人

第31期　災害ボランティアコーディネーター養成講座　実施報告　
　9月27日（日）、10月4日（日）、10月11日（日）の3日間、第31期災害ボランティアコーディネーター養成講座が行われまし

た。この講座は、東海豪雨をきっかけに、災害時のボランティアコーディネーター養成のため開催されています。

　初日は、名古屋大学減災連携研究センター長・福和伸夫氏による講義、グループワーク

等を行いました。午後1時過ぎ、講義中に緊急地震速報が…。幸い大きな地震ではなかった

ものの、受講者やスタッフ一同机の下に身を隠して揺れがおさまるまで待機する一幕がありま

した。グループワークでは、2つのグループを災害ボランティアセンターの運営者とボランティア

希望者に分けて、災害ボランティアセンター運営の演習を行いました。

　2日目は、県外の被災者や社会福祉協議会の担当者からのお話を聞いたり、グループワー

クで「クロスロード・ゲーム」（被災地で起こりうる状況に対して、自分なりに「Yes」か「No」を判

断した後、グループ内でお互いの意見共有をしながら、議論を深めるゲーム）を行いました。

　3日目は、外国人、高齢者や障害者の方等「災害時要配慮者」と呼ばれる方々への支援に

ついての講義を行いました。また、グループワークで平常時の備えを考えて意見共有をし、今

回の講座は終了。今期は32名が修了式を迎えました。

　名古屋市の方針により、名古屋市を所轄庁とするＮＰＯ法人の手続きにつきまして、

提出書類（申請書、届出書、事業報告書等）への押印を省略することができます。

省略する場合には、担当者名及び連絡先の記載が必要になります。当面の間は、今ま

で通り、法人印を押印して提出することができます。

【詳細・変更様式は、「なごや★ぼらんぽナビ」をご覧ください。】

　令和2年12月2日にNPO法が改正され、令和3年6月9日に施行されます。詳細は、内閣府NPO法人ポータルサイト「法

律・制度改正」をご覧ください。

伝 言 板
◇ 名古屋市へ提出する法人関係書類の押印省略について ◇

◇ 特定非営利活動促進法（NPO法）の一部改正について ◇

N P O 法 人 向 け

＜様式イメージ＞
　　　　　〇〇申請書
　　　　　　　　　令和〇年〇月〇日

（宛先）名古屋市長

名古屋市〇区〇町〇番〇号

特定非営利活動法人〇〇〇〇

代表者　〇〇　〇〇　　

法人連絡先　　〇〇－〇〇

担当者　〇〇　〇〇　　

担当者連絡先　〇〇－〇〇
必要

受講生の方の声
＜アンケートより＞

●私もボラが無い時代に被

災して、とても苦労しました

ので、役に立てるように努

めたいです。

●平時からの地域・人との

繋がりがいかに大切かを

改めて学びました。

●被災現場にある実際の支

援体制において、経験を

交えて解りやすく解説いた

だき、理解が深まりました。



2021年1・2月号

14:00～15:30
１/24［日］ 

14:00～16:00
2/5［金］ 

9:00～1２:00
2/27［土］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：飯田

「コロナウイルス」が世界に広まって、もう1年ですね。仲間と直接会う機会が減り、グループラ

インやZoomを使って会話していますが、何か物足りない気分です。ただ、自分一人では趣味の

ニュースを検索するぐらいのPCやスマホも、仲間がいるおかげで使い方を学び、それなりに活

用しているようです。ディスタンスの社会になっても、人と人との繋がりがあってこそだと、改め

て実感しています。

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/

■NPOアドバイザーによる個別相談のご案内　［参加費：無料、要電話予約］　　　　　　　

日　程内　容 担当アドバイザー

■NPOアドバイザーによるNPOのための専門講座のご案内　［参加費：1,000円、要予約］　

1/28［木］13：30～15：30 藤田 哲（弁護士）

日　程内　容 担当アドバイザー

ＮＰＯ法人の運営基礎 ～定款を読む・知る・整える～

2/18［木］13：30～15：30 中尾 さゆり（税理士）ＮＰＯ法人の運営基礎 ～法人運営の実務スタートアップ～

3/  5［金］13：30～15：30 水野 真由美（NPO法人ボラみみより情報局）ＮＰＯ法人の運営基礎 ～共感からうまれる関係づくり～

※今後の状況により開催中止となる場合がございます。ご了承ください。

NPOの基礎的な知識とNPOの活動をしているゲ

スト団体からお話を伺います。

■定　　員： 30名　■参 加 費： 500円

■ゲ ス ト： 認定NPO法人レスキューストックヤード

　　　　　  事務局長　浜田 ゆうさん

NPO講座～NPOを知ろう編～

NPO法人を設立するために必要な事前準備や

手続きなどについて学びます。

■定　　員： ２0名　■参 加 費： 500円

■講　　師：市民活動推進センター職員

NPO講座　～法人設立編～

知的障害児・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活動の探し方

をご紹介します。

■定　　員： 5名　■条　　件：高校生以上　■参 加 費： 無料

■会　　場：名古屋市障害者スポーツセンター　体育館

　　　　　  （名古屋市名東区勢子坊２－１５０１）

※前日までにボランティア活動保険に加入する必要があります

障害者スポーツボランティア体験

藤田 哲（弁護士）

加古 朗（社会保険労務士・行政書士）

足立 勝彦（税理士）

中尾 さゆり（税理士）

堀尾 博樹（税理士・行政書士）

鳥居 翼（税理士）

水野 真由美（NPO法人ボラみみより情報局）

織田 元樹（NPO法人ボラみみより情報局代表）

法務

労務

会計・税務

会計・税務

会計・税務

会計・税務

設立・運営

設立・運営

1/28［木］15:30 ～　3/ 2［火］10:00 ～

1/20［水］10:00 ～，11:30 ～　2/26［金］13:00 ～，14:30 ～

2/  2［火］10:00 ～，11:30 ～ 

2/18［木］16:00 ～，17:30 ～ 

2/24［水］15:30 ～，17:00 ～

3/  3［水］10:00 ～，11:30 ～

2/  9［火］15:00 ～，16:30 ～　 3/ 5［金］16:00 ～，17：30 ～

2/12［金］，19［金］17:00 ～
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