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ぼらマッチ！なごや２０２１　ご案内

新しく特例認定ＮＰＯ法人になった団体をご紹介します！ 特集②

特集①

センターニュース

　ポスターコンテストやＮＰＯ30秒動画コンテストなど、毎年様々な形でＮＰＯの皆さんを

紹介してきましたが、今年は「なごやＮＰＯフォト＆エッセイコンテスト」を開催しています！

　「わたしが活動する理由」をテーマに、全16団体から集まった珠玉のフォト＆エッセイ

作品です。溢れ出る想いがどう1ページに収まっているのか、はたまた収まりきっていない

のか（？）どれも力作ぞろいですので是非ご覧ください！

そして、共感した、応援したい、心震わされた作品に投票をお願いします！

◆投票方法

　各種イベント会場での投票と、Facebook及びLoGoフォームを

　使用したWeb投票があります！日程や方法など詳しくはWebで！

　※投票の結果により、なごやＮＰＯ応援寄附金を活動資金として分配いたします。

なごやNPOフォト＆エッセイコンテスト開催中！ぜひご投票ください！

　前号でお知らせしたヒサヤオオドオリパークでの

「なごやＮＰＯ応援フェスタ」は残念ながら中止となっ

てしまいましたが、目玉企画の「名古屋おもてなし武

将隊～ＮＰＯ漫遊の旅～」を動画にして皆さまにお

届けします！信長、秀吉、家康の３名が諸国漫遊の

旅で出会ったのはなんと”えぬぴぃおー ”！？戦国トー

クとＮＰＯの活動紹介が入り混じる動画は必見です。

皆さまぜひご覧ください！

　なごやＮＰＯ応援事業特設ページにて、12月1日

（水）から12月31日（金）までの限定公開です！

なごやＮＰＯフォト＆エッセイコンテスト

名古屋おもてなし武将隊～ＮＰＯ漫遊の旅～

（動画）の公開が始まります！

 

https://www.youtube.com/channel/

UCOPG3zJMf9rPzGuoaESMTvw

　名古屋市では、ふるさと寄附金（納税）のモデルメ

ニューの1つに「なごやＮＰＯ応援寄附金」を設置し

ています。コンテストなどの投票数に応じてＮＰＯに

直接資金が届くように運営をしています。

　また、ふるさと寄附金（納税）では、2,000円（適

用下限額）を超える金額は、所得税と個人住民税

から控除を受けられます。（法人は損金算入が可）つ

まり、実質の負担としては2,000円なんです！

（※収入や他の控除により、限度額は変動します。）

　名古屋で頑張るＮＰＯを応援する「なごやＮＰＯ応

援寄附金」、是非よろしくお願いします！

なごやＮＰＯ応援寄附金に応援お願いします！

https://www.city.nagoya.jp/shisei/

category/410-1-6-0-0-0-0-0-0-0.html
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特 集 ①

ぼらトーーーク！ （講義棟9階） 
［ 13：00 ～ 14：30 ］

ボランティア活動をしている人たちの
お話を聞いてみよう

●講演会

カレーハウスCoCo壱番屋創設者　

宗次 德二さん

●トークセッション

・ 宗次 德二さん

・ 橋本 なおみさん（愛知大学Aivo）

・ 山田 直樹さん（ボランティアとよさこいのハイブリッド

団体 デンソーグループ結仁 代表）

＜進行＞ 小西 美月さん

オンラインプレ企画 ［ 10月～ ］

16団体の活動紹介＆ボランティア募集動画を見て、

気になる団体・施設をチェック！

ボランティア入門講座も公開中です！

団体・施設ブース （講義棟5階） 
［ 14：30 ～ 16：30 ］

ボランティアを募集している団体・施

設の方と直接話そう

16団体がブースを出して、お待ちしています。

日時 ： 2021年12月4日（土）

　　　 13:00 ～ 16:30 ※12:30 ～受付

場所 ： 愛知大学 名古屋キャンパス 講義棟５階･９階 

　　　 （名古屋市中村区平池町4-60-6）

　　　 名古屋駅より徒歩 約15分

　　　 あおなみ線「ささしまライブ」徒歩3分

【主催】名古屋市・名古屋市社会福祉協議会

【企画・運営】ボランティア活動の促進協働会議

参加団体（50音順）：愛知学院大学 社会連携センター、愛知淑徳大学 コミュニティ・コラボレーションセンター、愛知大学 ボランティ

アセンター、株式会社デンソー、特定非営利活動法人名古屋NGOセンター、名古屋学院大学 社会連携センター、名古屋市子ども青

少年局青少年家庭課、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会、名古屋市スポーツ市民局市民活動推進センター、名古屋市青少年

交流プラザユースクエア、名古屋市総務局総合調整室、特定非営利活動法人ボラみみより情報局、名城大学 ボランティア協議会

★ボランティアコーディネーターの

個別相談コーナーもあるよ。

「ボランティアに関心はあるけど、

何から始めればいいかわからない」

そんなあなたは、

まずは【個別相談コーナー】へ。

参加費

無料

ぼらマッチ！ なごや２０２１

特設ホームページ

 

http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/boma2021/ 

ぼらマッチ！なごや２０２１

Youtubeチャンネル 



Q：どんな活動をしているのですか？

A：西アフリカ仏語国で学びの場の環境向上、構築に関わる活動をしています。

2019年までブルキナファソで小学生の留年、退学の問題に対し取り組んできました。これらの原因は学習の習熟度の

低さ、家計や地域慣習による就学の優先順位の低下、健康理由などがあります。それらの原因を掘り下げ、影響を与え

ている根本問題に対処します。具体的には、小学校の校舎とトイレの建設、公衆衛生講習会の開催、学習教材の配布と

その使用指導などを実施してきました。頻発する武装組織の襲撃による治安悪化、ＣＯＶＩＤ19の感染拡大の影響もあ

り、2021年からベナン共和国を新たな活動国として、家庭学習支援の活動を開始しました。

Q：なぜ特例認定を取ろうと思ったのですか？

A：ＣＯＶＩＤ19の影響から2020年は海外活動を中止しました。この時期を組織強化期

間とすること、また、ブルキナファソでの活動地域が外務省による「渡航中止勧告」地域と

なり各種連携事業の対象外となったことから、どんな地域であっても活動できる自己資金

力のある団体を目指そうと考えたことが申請の主な理由です。今後は、海外ＮＧＯのように

治安悪化地域でも活動できる団体を目指し、より地域に根ざした活動を継続していきます。

Q：これから認定・特例認定NPO法人を目指す団体にアドバイスをお願いします！

A：色々な団体様に助言を求める中で自身が誤った理解を少しずつする可能性があるため、申請先である市民活動推

進センターの担当の方に相談することが大切です。基本的に、日常の事務的業務、特に経理関連業務を丁寧に行うこ

とが重要だと感じました。また、事業費における特定非営利活動の割合が条件の１つになっていますが、特定資産とす

ることなどにより条件を満たすことができる場合もあり、まずは相談することが大事です。

ル・スリール・ジャポンについてのさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください。

◆ホームページ： http://ojvs.or.jp 　　 050-5809-8120　メール： info@ojvs.or.jp

　  https://www.facebook.com/le.sourire.japon.ojvs　　　https://twitter.com/ojvs_or_jp

認定・特例認定NPO法人の制度や手引きについては、当センターのホームページ「なごやぼらんぽナビ」の専用ページ

（URL： http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npo_support/npo_recognition.html ）をご覧ください。

ホームページの

QRコードはこちら ▼

団体名　ル・スリール・ジャポン
■主たる事務所：名古屋市

■主たる活動分野：国際協力、子どもの健全育成

■特例認定期間：令和3年8月1日から令和6年7月31日まで
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特 集 ②

新しく特例認定ＮＰＯ法人になった団体をご紹介します！

8 月末 現 在 の 所 管 法 人 数

認証法人数 ： 863法人　  認定法人数 ： 26法人　  特例認定法人数 ： 2法人

7・8月の設立認証NPO法人  

名　称 所在区 主な活動分野

愛岐福祉事業支援友の会

晴ればれイノベーション

ｓｙｍ

顎顔面医療振興会

あおぞら

防災自助普及委員会

緑区

守山区

名東区

緑区

東区

瑞穂区

保健・医療・福祉

環境保全

子どもの健全育成

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

子どもの健全育成
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ス タッフ の

つぶやき

スタッフ：坂本

みなさんこんにちは。気付けばもうすぐ冬ですね。冬といえば駅伝の季節です。私は駅伝を見るの

がものすごく好きなのですが、好きになったきっかけは１冊の本との出会いなんです。その本との

出会いが私のターニングポイントになりました。さて、私は今年の４月から社会人になったばかりの

人間です。人生のターニングポイントになるかもしれない出会いを楽しみに、センターでフレッシュ

さ全開で邁進していきたいと思います！

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］　

11/12［金］13:30～15:30

　

11/12［金］13:30～15:30

　

加古　朗（社会保険労務士・行政書士）

日　程内　容 担当アドバイザー

いまからはじめるコロナ禍の労務管理

※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。

堀尾　博樹（税理士・行政書士）

中尾　さゆり（税理士）

鳥居　翼（税理士）

加古　朗（社会保険労務士・行政書士）

織田　元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表）

堀尾　博樹（税理士・行政書士）

中尾　さゆり（税理士）

鳥居　翼（税理士）

加古　朗（社会保険労務士・行政書士）

織田　元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表）

会計・税務

会計・税務

会計・税務

労務

設立・運営

11/5［金］，1/21［金］ 14:00～，15:30～

12/2［木］ 14:00～，15:30～

12/10［金］，1/28［金］ 10:00～，11:30～

11/12［金］ 16:00～，17:30～

11/26［金］，11/30［火］，12/21［火］
12/22［水］，1/27［木］，1/28［金］ 16:00～

名古屋市市民活動推進センター　大学生インターンの声をお届けします！

　8月から9月にかけての約1か月、当センターに大学生のインターンが4名やってきました。今年度当センターでは、窓口対

応、主催事業の準備などに携わっていただきました。

福間 美帆さん（左端）　

イベントの準備や窓口業務、会議への出席

などたくさんのことを経験させていただ

き、市民活動と行政がどのように関わり

合っているかを学ぶことができました。セ

ンターの皆さんが温かく、とても楽しいイ

ンターンでした。

渡邉 明日香さん（左から2番目）　

市民活動の裏側・行政側に携わることができてとてもいい経

験になりました。電話応対など自己成長する部分が多くありま

した。今後も今回学んだことを生かしていきたいと思います。

比嘉 陽祐さん（右端）　

市民活動の在り方がコロナにより変わって

きていることが参加してわかりました。ま

た、職員の皆さまが市民活動を行う方たち

とかかわっていく中で奮闘する姿が、とて

も印象的で刺激になりました。

古庄 若葉さん（右から2番目）　

ぼらマッチ講座のスライド作成や撮影・編集に携わりました。市

民の方によりわかりやすく、楽しく見てもらえる動画を作成する

ために、様々な工夫を考えました。何かを伝えるのに、視聴者目

線への意識が大切だと学びました。

ふくま 　みほ

わたなべ　 あすか

ひが　ようすけ

こしょう  わかば
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