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センターニュース

　リース期間が終了したパソコンをクリーニングして、ＮＰＯ（任

意団体を除く）に寄贈します！「チラシやウェブでもっと広報した

い！」「団体専用のパソコンが欲しい」「パソコンでビデオ会議を

やりたい」などなど、活動に役立てたい皆さま、是非ご検討くだ

さい。以前に寄贈を受けたことのある団体でも申請可能です。

●応募期間：9月1日（水）～ 10月12日（火）（必着）

　　　　　  応募方法など詳細はこちらをご確認ください。

　　　　　  ⇒http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/news/reuse_pc10

第10回　名古屋市イーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム開催決定！

「初心者でも応募できる！デザイナーと学ぶチラシコンテスト」からスタート！

　テレワークやビデオ会議など、パソコンが一層活動に必要となってきている現在、今年も「名古屋市イーパー

ツリユースＰＣ寄贈プログラム」をお届けできることが決まりました！そのスタートとして、関連事業チラシコンテスト

のエントリー作品を募集中です。

　コロナ禍でイベント等も難しい現在、自団体のイベントのチラシでなく

ても、たとえば団体紹介や自団体の分野で啓発したい、広めたい内容

のチラシでも応募が可能となるように募集枠を広げました！

　上位作品にはプロのデザイナーによる講評や、プリンターやカラーラ

ベルライターなどの豪華副賞のチャンスも！？みなさま是非ご応募ください！

●応募期間：7月1日（木）～ 8月24日（火）

●コンテスト：9月11日（土）14：00 ～ 16：15 

　　　　　  出席必須（オンライン開催※難しい方は会場でも参加可）

●応募方法： ①団体名　②担当者名　③連絡先　④チラシの作成歴（年）を明記の上、

　　　　　　nagoya@sub.eparts-jp.org宛てに、応募作品の電子データ(pdf推奨)を送付してください。

●応募方法など詳細はこちらをご確認ください。

　⇒　http://www.n-npo.city.nagoya.jp/news/202109.chiracon6.html

 

名古屋市イーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム関連事業　

チラシコンテスト開催のお知らせ

なごやNPO応援寄附金の活用について～ご報告～特　　集
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名古屋市では、みなさまからお寄せいただいた「なごやNPO応援寄附金＊」を、平成31年度は「ポスターコンテスト」を通じ

て、NPOのみなさんの活動資金として配分させていただきました。なごやNPO応援寄附金の「その後」を紹介いたします。

＊「名古屋市へのふるさと寄附金（納税）」モデルメニューの一つ。NPO の取組みを知っていただくイベント等を通じ、NPO の活動資金として活用さ

せていただいています。

詳細はHP をご覧ください ⇒⇒⇒ http://www/n-vnpo.city.nagoya.jp
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センターニュース②

応援いただきましたみなさま、ありがとうございました

なごやNPO応援寄附金の活用について～ご報告～

★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

患者支援活動に活用させていただきました。コロナの影響で対面ではできませんでした

が、オンライン上での患者会、交流会を開催することが出来ました。感染に敏感な患者さ

んたちは外出することができず、孤立感を感じていました。「一人じゃないよ、みんなつな

がっているよ」というメッセージを発して画面上で患者さんやご家族、医療者、支援者、ボ

ランティアなど多くの方とつながることができ、安心感などを得ることができました。

●認定NPO法人

　ビフレンダーズあいち自殺防止センター

2020年度にオンラインで開催しました自殺防止啓発

フォーラムの費用として、大切に使わせていただきまし

た。今、世の中はコロナ禍で深刻な状況が続いており

ます。私達はこれからも電話相談活動等を地道に続け

てまいりたいと思います。

●NPO法人きらきら輝くまるですよ！

地域活動支援事業所きらまる(障害のあ

る方への余暇支援の場)で、創作活動

用の材料や施設運営に関わる消耗品・

衛生用品の購入などに使わせていただき

ました。

●NPO法人あなたの声

失語症の方の社会参加の機会となる

「コミュニティーサロン」の開催に使わせ

ていただきました。参加された皆さんも楽

しく過ごすことができたと思います。

●クリエイティブケア研究会

障がい当事者やシニア等を含めたウェ

ルフェア（福祉）ファッションショーの写

真集の発刊費用の一部に充てさせて

いただきました。写真集は参加いただい

た方を中心に市民向けにお渡しさせて

いただいております。

●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」、団体の活動を知ってもらうため

のパンフレット、ポスターの作成や講演会の講師の旅

費等に使わせていただきました。パンフレット等は医療

関係の施設に送らせていただきました。

のうほうせいせんいしょう



なごや市民活動通信 2

★子どもの健全育成

★人権擁護

●NPO法人アスクネット

2020年12月に開催した「探究サミットinあいち」（高校

生が学校での探究学習への取組みや所感を発表する

場）の運営費用に使わせていただきました。コロナ禍で

実地体験の機会が減る中、高校生は自分の体験を人

に伝えることの難しさや楽しさを感じ、興味関心を持っ

て主体的に取り組む姿勢がとても頼もしく見えました。

●NPO法人ASTA

LGBT出張授業の交通費

や研修費等の運営費とし

て使わせていただきまし

た。いただいたご寄附が無

駄にならないよう邁進いた

します。

●NPO法人こどもNPO

子ども食堂の食材費・会場費

等の運営費、居場所づくり事

業の活動費や子ども会議文具

の購入など、子どもたちのため

に活動資金として大切に使わ

せていただきました。

★NPO支援

●NPO法人

　ボラみみより情報局

4年かけて編纂を進めてきた

『なごやボランティア物語』の

発行費用の一部とさせていた

だきました。おかげさまで、

2020年5月に発行されました。

●ハーレーサンタCLUB NAGOYA

児童虐待防止のシンボルマークである「オレンジリボ

ン」の認知度の向上のためにチラシやグッズを作る

資金等として使わせていただきました。また、クリスマ

スの大きなイベントである「トイラン」の事業費にも大

切に使わせていただき、子どもたちの笑顔があふれ

る活動をすることができました。

4 月 末 現 在 の 所 管 法 人 数

認証法人数 ： 864法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 1法人

3・4月の設立認証NPO法人  

名　称 所在区 主な活動分野

Nagoya Ryugakusei Net

RISEASIA

ぶどう膜炎解析センター　

あんしん 介護・財産管理 相談支援窓口

名古屋市里親会こどもピース

うたまラボラトリー

3.11ツナグ

e-sports Barrier Break-Cup

茶と人　結の会

昭和区

守山区

名東区

千種区

東区

天白区

緑区

中区

名東区

学術・文化・芸術・スポーツ

国際協力

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

子どもの健全育成

子どもの健全育成

子どもの健全育成

保健・医療・福祉

学術・文化・芸術・スポーツ
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13:30～16:30

9/21［火］ 

ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：織田

所長の織田です。紛らわしいですが、ボラみみの織田さんとは別人です。さて、コロナの影響が長

引く中、新たな出会いは全てマスク越しか画面越しで…。前置きはさておき、人間は人と出会い、

人の経験や考え方を吸収し、そして人に伝えていくことで成長する生き物なのかな。センターの活

動を通じ、多くの皆様との出会えることを楽しみにしています。センター開設１０周年となりました

が、常に成長し続けるセンターであるよう、スタッフ一同頑張ってまいります。

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］　

7/  2［金］13：30～15：30

7/29［木］10：00～12：00

8/27［金］13：30～15：30

9/  9［木］13:30～15:30

7/  2［金］13：30～15：30

7/29［木］10：00～12：00

8/27［金］13：30～15：30

9/  9［木］13:30～15:30

橋本 俊也（税理士）

鳥居 翼　（税理士）

堀尾 博樹（税理士・行政書士）

織田 元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表）

日　程内　容 担当アドバイザー

ＮＰＯ法人の運営はじめて講座～ＮＰＯ法・会計・税務・労務～

認定・指定ＮＰＯ法人「基本のキ」～制度の基本とチェックポイントの確認～

基本のルールを確認！ＮＰＯの会計と税務

伝えたい相手に届けるＮＰＯ広報

■NPOアドバイザーによるＮＰＯのための専門講座（オンライン）のご案内 ［参加費：無料、要予約］　

■NPOアドバイザーによるＮＰＯのための専門講座（オンライン）のご案内　［参加費：無料、要予約］　

7/13［火］13:30～15:30 藤田 哲（弁護士）

日　程内　容 担当アドバイザー

知っておきたいオンラインセミナーにおける著作権・肖像権
～知らないうちに法令違反しないためには～

※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。

◆ゲストトーク編 ＜13:30 ～ 14:50＞
「そもそもNPO とはなに？」「非営利とはどういうこと？」など

基礎的な講義とNPOの運営や活動への思いなどを学べ

る講座です。NPOに興味・関心のある方、実際の活動

の話を聞きたいという方はぜひ！

◆法人設立編 ＜15:00 ～ 16:30＞
「NPO法人って何？」「どうやってNPO法人を設立する

の？」など、NPO法人の設立前に準備するものや書類

作成のポイントを学べる講座です。自分たちでNPO法人

を設立しようと考えている方はぜひ！

■定員： 各30名　■参加費： 各500円（※それぞれに申込と参加費が必要です）　■講師： 市民活動推進センター職員

■ゲスト：青野桐子氏（NPO法人あいち惟の森副代表／オルタナティブ・スクールあいち惟の森小学部・中学部校長）

ＮＰＯ講座「ＮＰＯをつくろう」 ゲストトーク編 & 法人設立編 ☆同日開催
（８月11日（水・祝） 受付開始）　※ゲストトーク編又は法人設立編のみの参加も可能です。

橋本 俊也　（税理士）

鳥居 翼　　（税理士）

足立 勝彦　（税理士）

堀尾 博樹　（税理士・行政書士）

黒田 朱里　（公認会計士・税理士）

織田 元樹　（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表）

水野 真由美（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）

会計・税務

会計・税務

会計・税務

会計・税務

会計・税務

設立・運営

設立・運営

7/  2［金］16:00 ～，17:30 ～

7/29［木］14:00 ～，15:30 ～

8/  4［水］13:00 ～，14:30 ～，16:00 ～，17:30 ～

8/27［金］16:00 ～，17:30 ～ 

9/17［金］10:00 ～，11:30 ～，14:00 ～，15:30 ～

7/28［水］，30［金］16:00 ～ 9/9［木］，30［木］16:00 ～

8/19［木］10:00 ～，11:30 ～

※ウェブ会議システム（Zoom）を利用します。接続方法については、事前のサポートが可能です。

対面での相談とは別に、オンラインでのアドバイザー相談を実施します。相談日時については、申込後アドバイザーと調整のうえ決定します。

※相談時間は１回１時間以内、計８回（先着順）
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