
　ボランティアや寄附などを通じた市民活動への参加・関与を促進するため、市民に「たのしみながら気軽に社会

貢献をする機会」を提供する一連のイベント「ファーストキフ」。

　今年度は、「ファーストキフ・ファミリーサーカス」からはじまり、メインイベント「ファーストキフ・フェスタ＠オンライ

ン」や連動イベントとして、「ＮＰＯ３０秒動画コンテスト」を開催しました！

●ファーストキフ・フェスタ＠オンライン（令和3年2月2日（火）～ 2月28日（日）開催）

　イベントの特設ページや、YouTubeチャンネルを開設し、ファーストキフ参加団体の活動や想いをPRした「３０秒

動画」を公開！YouTubeチャンネルの総再生数は、なんと1か月間で7,000回に迫るほどに！！さらにPR動画に対し

て沢山のコメントもいただきました。オンライントークショーでは、中京テレビアナウンス部所属VTuberアナウンサー

であり、名古屋観光文化交流特命大使の大蔦エルさんにMCを務めていただき、参加NPOに「どんな活動をして

いるの？」、「寄附の使いみちは？」などインタビューを通した活動紹介を行っていただきました。

●NPO３０秒動画コンテスト（令和3年2月2日（火）～ 2月28日（日）開催）

　ファーストキフ・フェスタ＠オンラインで公開したPR動画のコンテストを開催しました！このコンテストでは、PR動画

の①再生数、②高評価数、③コメント数、④メールでの応援メッセージ数の4点をポイントに換算して、「なごやＮＰＯ

応援寄附金」を原資とした賞金を参加団体に活動資金として配分しました。

1位 2位 3位

「NPO30秒動画コンテスト」　結果発表

ありがとうございます！YouTubeを通して

世界中の方から団体の活動を応援してもら

えてよかったです！

応援していただき、ありがとうございます！

被災地への支援や防災の啓発活動に使わ

せていただきます！

たくさんの方に応援いただき、ありがとうござ

いました！障害のある方が安心して、笑顔で

活動できる場所を増やしていきたいです！
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ファーストキフ・フェスタ＠オンライン

開催しました！

フェスタの応援期間は終了しましたが、それぞれの想いあふれる名作は、

以下YouTubeチャンネルでご覧いただけます！ぜひご視聴ください！

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCOPG3zJMf9rPzGuoaESMTvw

ファーストキフ2020　開催報告特　　集

認定NPO法人
名古屋ろう国際センター

なごや防災ボラネット
NPO法人
きらきら輝くまるですよ！
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ファーストキフ事業を振り返り・・・

★メールでお寄せいただいた応援メッセージ
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センターニュース②

新型コロナウイルス感染症の影響により、初のオンラインでのイベントでした。オンラインによるイベントは未知数で、開催

するまで期待と不安が・・・。しかしながら、開催してみると参加団体の皆さんの溢れるパワーも後押しし、多くの方から沢山

の応援をいただき無事に終えることができました。「なごやNPO応援寄附金」への寄附をはじめ、動画の視聴、リアクショ

ン、メッセージなど、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも、ＮＰＯを応援してください！

ファーストキフ2020　開催報告

保健・医療・福祉

認定NPO法人あいち骨髄バンクを支援する会

◇参加団体のみなさん◇

骨髄バンクの支

援・普及啓発活

動、白血病患者・

家族の闘病、ここ

ろの支援等をして

います

NPO法人あなたの声

失語症になられ

た方 の 社 会 参

加の支援をして

います

NPO法人きらきら輝くまるですよ！

障がいのある方

達が地域で安心

して、いきいきと

暮らすための支

援をしています。

●ファーストキフ・ファミリーサーカス（チャリティーイベント）（令和2年12月19日（土）開催）

　クリスマス前のひと時に、クラウン（道化師）によるコメディーショーをオンラインで開催しました！ 

チケット代の一部は参加団体へ寄附され、幕間で参加団体のPRを行いました。

■ASTAさまへ　悩んでいる子がいたら、「大丈夫、みんないろいろだよ」と身をもって
伝えてくれる、そんなライラさんみたいな存在が世の中にもっともっと増えますように。そして
いつかLGBTQという言葉がニュースや新聞記事にもならないくらい「ふつう」のことになりま
すように。

■あなたの声さまへ　失語症の方が全国に50万人もいるとは知りませんでした。コロ
ナ禍ですが、当事者・家族、会話パートナーにエール！　動画の紙芝居がステキでした。

YouTubeや
特設ページに
たくさんの応援を
いただきました！

保健・医療・福祉 子どもの健全育成 NPO支援

NPO法人 ASTA

LGBTQを 含 む

性的マイノリティ

の問題の改善を

目的として活動し

ています

NPO法人アスクネット

学校とまち、子ど

もと大人をつなぐ

教 育 コー ディ

ネーターをしてい

ます

NPO法人ボラみみより情報局

ボランティアをし

たい人と必要と

している人をつ

なぐ活動をしてい

ます

災害救援

なごや防災ボラネット

災害に強い都市になるよう、災害ボラ

ンティア団体等が協働して防災、災害

時に備える活動をしています

環境保全

NPO法人イカオ・アコ

フィリピンでマングローブ植林を行い、

CO2削減・気候変動の抑止に取り組

んでいます

認定NPO法人名古屋ろう国際センター

国内外の聴 覚

障 害 者（児）の

日常生活や就労

等の問 題の改

善に取り組んで

います

NPO法人嚢胞性線維症支援ネットワーク　

難病「嚢胞性線

維症」患者の支

援 及び 早 期の

診断と治療ので

きる環境づくりを

しています

認定NPO法人ビフレンダーズあいち自殺防止センター

自殺を考えてい

る人々に感情面

の支えを提供し

ています

のうほう せいせんいしょう
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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

□法人名、法人住所、代表者、法人連絡先、担当者、担当者連絡先の記載がある

※令和2年12月1日より、名古屋市の方針により法人書類に法人印の押印を省

略することができるようになりました。

□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

□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

書類名 チェック項目 必要部数

1部

　　　　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！

①
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10:00～12:00
6/12［土］ 

14:00～16:00
7/30［金］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：細井

2020年度も終わり、新年度が始まりました。2020年度をふりかえると、コロナウイルスに振

り回された年だったなぁと思います。そのような中でも、オンラインの活用等新しい形ででき

たことが増えたのは良い収穫でした。3月末日で事業年度が終了するNPO法人の皆さんは6

月末が事業報告書提出書の提出期限となります。活動をふりかえった後は、事業報告書のご

提出もお忘れないようにお願いいたします！

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/

※今後の状況により開催中止もしくは内容が一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

ボランティアをはじめるまえに、基礎知識、

探し方などを学びましょう。

■定　　員： 20名　　■参 加 費： 500円

■講　　師： 市民活動推進センター職員

ボランティア講座　～ボランティアへのはじめの一歩～

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　～NPO法人設立のしかた編～

令和2年12月にＮＰＯ法が改正され、令和3年6月9日から施行されます。概要は下記のとおりです。

①縦覧期間の短縮（設立の迅速化）

　設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が、「１月間」から「２週間」に短縮になりました。

※名古屋市は、ＮＰＯ法人の設立手続きの迅速化に係る国家戦略特区に指定されており、縦覧期間は従前から2週間で

すので、法改正に伴う変更はありません。

②住所等の公表等の対象からの除外（個人情報保護の強化）

　役員名簿や社員名簿に記載されている個人の住所・居所にかかる記載が公表等の対象から除外されます。

③NPO法人（認定・特例認定）の提出書類の削減（事務負担の軽減）

　認定・特例認定ＮＰＯ法人の毎年の報告書類が変更されました。6月以降の決算期の法人は、今年度から提出書類が

変更になります。

※詳しくは、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 ◇ NPO法改正のお知らせ ◇N P O 法 人 向 け ②

2 月 末 現 在 の 所 管 法 人 数

認証法人数 ： 882法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 1法人

1・2月の設立認証NPO法人  

名　称 所在区 主な活動分野

歯科衛生士トレーニングスクールSirius

陽和

KIZURI中小田井

中村区

天白区

西区

職業能力・雇用機会

子どもの健全育成

まちづくり
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