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「なごや NPO フォト ＆エッセイ コンテスト 」 結果発表

たくさんの方に応
援いただき、嬉し
いです。ありがとサ
ンタ☆

たくさんの方々から応
援いただき、ありがとう
ございます。
皆さまの温かいお気持
ちはフィリピンの子ども
たちにお届けします。

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！
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なごやNPO応援事業開催報告

センターニュース

　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、名古屋市のみなさんに「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「なごやNPO応援事業」を開催しました。
　チャリティイベントとして、11月にリレーマラソン、12月にはファミ
リー・クラウンサーカスを実施し、NPOと交流する機会を持つことがで
きました。また、YouTubeを活用し、名古屋おもてなし武将隊が参加
NPOの活動を動画でめぐる、「NPO漫遊の旅」を期間限定で配信し、参
加NPOの活動内容や思いをお伝えしました。さらに今回は、NPOの活
動や思いを伝え、共感を生むための工夫やしかけを学びながら、フォト
&エッセイ集「わたしが活動する理由」を作成し、その連動イベントとして
「なごやNPOフォト＆エッセイコンテスト」を開催しました！

●なごやNPOフォト＆エッセイコンテスト（令和3年10月～令和4年2月開催）
　このコンテストでは、①オンラインでの投票数、②Facebookでの「いいね」数、③投票会場での投票数の3点をポイントに
換算し、「なごやNPO応援寄附金」を原資として参加団体に活動資金を配分しました！期間中は市民活動推進センターの
他、チャリティイベントの会場、イオンモールナゴヤドーム前で開催された「消費生活
フェアの会場」でもブースを設けて、市内で活動するNPOの活動について知っていた
だき、投票、応援をいただきました！NPOのみなさんが、わたしたちのまち名古屋
で、どのような思いをもって活動されているのか、フォト&エッセイ作品を通して知っ
ていただけたら幸いです。そして、これからもぜひNPOの活動を応援してください。

なごやNPO応援事業 「なごやNPOフォト&エッセイコンテスト」 結果発表　
たくさんの応援、ありがとうございました！！！

投票期間は終了しましたが、それぞれの想いあふれる珠玉の作品は、以下でご覧、ダウンロードしていただけます！ぜひお読みください。
名古屋市市民活動推進センターホームページhttps://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/project/npo_ouen_2021/photo_essay/

ハーレーサンタCLUB
NAGOYA アイキャン なごや防災ボラネット
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特集

なごやNPO応援事業2021　開催報告
保健・医療・福祉

◇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。

認定NPO法人 あいち
骨髄バンクを支援する会
こつずい

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 あなたの声　

障害の有無に関わらず、誰もがよ
り豊かに生活できるよう、就労、
結婚相談等の支援をしています。

NPO法人 えんむすび　

重度心身障がい者があたり前に暮
らすための、自立生活支援をして
います。

NPO法人 風の会　

まちづくり 子どもの健全育成

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。

NPO法人 嚢胞性線維症
支援ネットワーク

のうほうせ い せ ん いしょう

樹木医の指導で緑地、お庭などを
整備し、美しい快適な生活環境づ
くりの活動をしています。

NPO法人
愛知グリーンサポート

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 アスクネット

孤立しやすい子育て世代に寄り添
い、子育ての悩みや問題の改善や
知識、技術の提供をしています。

おさがり交換会わらしべ　

NPO支援

子どもの笑顔あふれる社会を目指
して、子どもを対象にした活動、子
育て支援の活動をしています。

NPO法人
名古屋おやこセンター　

子どもの虐待を防止するため、シ
ンボルマーク「オレンジリボン」の
普及啓発をしています。

ハーレーサンタCLUB
NAGOYA　

子どもを含む若年層の学業や生活
にかかる問題の改善に取り組んで
います。

NPO法人 瑞穂学習支援会

人・モノ・情報を、それを必要としてい
る団体・施設につなぎ、社会問題の解
決に取り組む活動を応援しています。

NPO法人
ボラみみより情報局　

災害救援 環境保全 国際協力

名古屋が災害に強い都市になるよ
う、災害ボランティア団体などが
協働して防災、災害時に備える活
動をしています。

なごや防災ボラネット　

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。

NPO法人 イカオ・アコ　

世界中の子ども達が平和な社会
で暮らせるように、教育や保健、
平和構築の活動を行っています。

認定NPO法人 アイキャン

 ベトナム人などアジアの人と日本
人がそれぞれの文化を紹介しあ
い、助け合う活動をしています。

NPO法人
名古屋ベトナムネット　

≪参加NPOへの応援メッセージ≫ ●素敵なエピソードとともに、皆さんの活動を知ることができました。わたしもNPOを応援します！
●退職後は皆様のようにNPO団体で社会の役に立つことをしてみたいと思いました。

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。
提出書類は名古屋市市民活動推進センターホームページ
（https://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。

□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
※法人書類の法人印の押印は省略することができます。

□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」がある場合、実施の有無について記載がある
□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！
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14：00～16：00
5/18［水］ 

14：00～16：00
5/21［土］ 

スタッフの

つぶやき
スタッフ：髙橋

この冬はとても寒く、つらいものでした。5月頃の木々のいきいきとした緑を想像するだけ
で、心が躍ります。冬から春、春から夏・・・と、だんだんと周りの景色も音もにぎやかに
なっていく季節に喜びを感じています。世界ではさまざまなことが起こっていますが、身近
な生命、遠くの生命にもこころを寄せて日々を過ごしていきたいです。

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
ホームページをご覧ください。

イラスト協力：加藤舞美

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： https://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/

『なごや市民活動通信』

2月末現在の所管法人数
認証法人数 ： 875法人　  認定法人数 ： 27法人　  特例認定法人数 ： 2法人

名　称 所在地 主な活動分野
イロドリ

ソラト

LivEQuality HUB

教協

愛知福祉事業支援友の会

愛知北福祉事業支援友の会

そも

こころざし

医療・保健・福祉ネット・みらいま

守山区

中区

名古屋市

名古屋市

中区

中区

名古屋市

名古屋市

熱田区

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

NPOの援助

社会教育

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

1・2月の設立認証NPO法人  

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： 30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～ 

ボランティアをはじめるまえに、基礎知識、探し方な
どを学びます。

■定　　員： 30名　　■参 加 費： 500円
■講　　師： 市民活動推進センター職員

ボランティア入門講座 ～ボランティアへのはじめの一歩～ 

ボラみみ I N F O R M AT I O N

新規・継続会員登録の方々（順不同）

■団体正会員：
【継続】●視覚障碍者の情報環境を考える会様　●特定非営利活動法人レスキューストックヤード様　●夢喰人様　
■個人正会員：
【継続】●下野 恵子様　●三木 絵里子様　●森崎 典子様　●富田 真仁様　●廣井 修平様　●匿名1名
■法人賛助会員：
【継続】●学校法人糸菊学園 名古屋調理師専門学校様　●中川区障害者基幹相談支援センター様　
■賛助会員：
【継続】●深谷 明彦様　●大久保 雄登様　●東山 尚子様　●筒井 隆様　●シュヨーネット様　
　　　●特定非営利活動法人トルシーダ様　●日本ニュースポーツ研究会様　●匿名2名

【新規】●ハンモックツリー様　
■寄付：●下野 恵子様　●筒井 隆様　●廣井 修平様　●匿名30名

 

みんなの声

　2000年4月にボランティア情報誌『ボラみみ』を創刊しました。一から情報誌を作ることはとても大変でした

が、半年で創刊できました。創刊から22年が経ち、時代の変化に合わせて冊子のコンセプトを見直し、今号から

リニューアルしました。2020年7月の編集会議から話し合いが始まり、約2年かけて準備してきました。ないところ

から作るよりも、あるものを作り変える方がより多くの時間とエネルギーが必要であることを実感しました。

-詳細はホームページにて掲載中！-「ボラみみ」配布先 

http://www.boramimi.com/haihu/
●WEBより ●携帯より

QRコード

●児童養護施設ゆうりん様
施設の情報はなかなか外から得にくいと思わ
れるため、『ボラみみ』に載せることでいろい
ろな方に見てもらえてありがたいです。

●ハンモックツリー様
コロナ禍にもかかわらず、ご参加の方が増え
ており、ありがたく思っています。

●NPO法人はぐくみ様
大学生ボランティアの問い合わせ、参加が増えました。
友人同士で参加したり、1人でも参加してくれています。
簡単な説明で理解してくれて、すぐ動いてくれるので即
戦力で、大変助かります。ありがとうございました。

●FACE・TO・FACE様
会員不足で活動に支障があるので、引き続き募集情報
を掲載したいです。

編集後記 代表M

次号予告

次号のテーマは　「みんなで 手をつなごう」。
2022年7月1日発行予定です。お楽しみに！
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特定非営利活動法人
ボラみみより情報局
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