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防
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09・10月号

 災害ボランティアコーディネーターとは、発災時、被災者からのニーズと全国
から訪れるボランティアをマッチングさせるという、被災地の復興にはなくて
はならない存在です。また、平常時は防災訓練への協力や防災啓発イベントの
実施、防災関係のアドバイスなど地域における防災のスペシャリストです。
 名古屋市では、平成14年度から始まった当講座の修了生が各区で災害ボラ
ンティア団体を立ち上げ、発災時には被災現場で、平常時には地域で活動をし
ております。
　災害は全国各地で頻発しており、いつ身近に災害が起こるか分かりません。
発災してしまった時には地域の力で災害に立ち向かう必要があります。
 そこで、災害ボランティアコーディネーター養成講座を受講して、災害に関す
るたくさんの知識を身に付け、発災時にはコーディネーターとして活躍をし、平
常時には防災・減災活動を一緒にやってみませんか！？

今年も“災害ボランティアコーディネーター養成講座”を実施します！

●災害ボランティアコーディネーターの
事をしっかりと学ぶことができました。

●被災地からや被災者からのお話
を伺える機会はとても貴重でした。

●この講座を修了された方々が実
際に地域で活動されている話を
聞けてとても参考になりました。

●充実した内容で、平時の防災
活動、防災意識向上の取組
の重要性を理解することができまし
た。

●グループワークが多くとても面白い
内容でした。多くの方にこの講座
を受けてほしい。

昨年度受講者の声（アンケートより） ●日　　時：①9月23日(金・祝)、②10月1日(土)、③10月2日(日)（全3日間）
●定　　員：50名(応募者多数の場合は抽選になります)
●参 加 費：無料
●対　　象：名古屋市内在住、在勤または在学の中学生以上の方で3日間を

通して受講可能な方
●会　　場：① 、③名古屋国際センタービル5階　第一会議室
　　　　　 ② オンライン（Zoom）または市民活動推進センター　集会室
●応募方法：往復はがき又は電子メールに、

①住所 ②氏名 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 ⑦2日目の受講場所（オンラ
イン又は市民活動推進センター　※講義内容は同じです。）
を記入し、お申し込みください（9月13日(火)必着）
住所：中区栄三丁目18-1 ナディアパークデザインセンタービ
ル6階　市民活動推進センター　宛

●電子メール： npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

講座の様子

グループワーク

講座申し込み用QRコード →
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  ●なごやＮＰＯ応援フェスタを開催します！
　名古屋市では、社会課題の解決のために重要な役割を果たしているＮＰＯの活動を応援する「なごやＮＰＯ応援事業」を実
施しており、そのメインイベントとなる「なごやＮＰＯ応援フェスタ」を開催します！
多くの方にご参加いただける賑やかなイベントになるよう、名古屋の一大イベント「名古屋まつり」と同日に、「ヒサヤオオドオ
リパーク」にて開催します。

★日時：令和4年10月16日（日）10：00～ 16：00
　　　 （雨天の場合は中止・変更になる場合あり）
★場所：ヒサヤオオドオリパーク テレビトーヒロバ（中区）
当日はこちらの広場に、様々な催し物のあるステージや出展団体のブー
ス、大人から子どもまで遊べるレクリエーション広場などが並びます。楽
しみながらＮＰＯの活動に触れ、応援しようと思っていただけるイベント
になるよう準備していますので、皆さま是非お立ち寄りください！
　　　

  ●なごやＮＰＯ応援寄附金について
　

なごやＮＰＯ応援事業の各種イベント会場、市民活動推進センターなどで投票箱にご投票いただくか、市
民活動推進センターホームページや公式Facebookでのオンライン投票も可能ですので、是非とも皆さま
ご参加ください！投票期間は10月～1月頃を予定しています。

【投票方法】 

  ●チャリティイベント　＜参加費、観覧料の一部がチャリティとしてＮＰＯに配分されます。＞

  ●なごやＮＰＯかるたコンテスト
　団体の活動や思いを伝えるかるたを作成し、投票を募るコンテストを実施します！より多くの方々に、ＮＰＯ活動への理解や
共感を高めていただけるよう、団体それぞれの活動や思いを短い文章と写真でわかりやすく伝える「かるた」を作成し、市民の
方々に、「この活動を応援したい！」と思う作品に投票していただきます。その得票により「なごやＮＰＯ応援寄附金」を活動資
金として配分します。 

　本事業に参加した団体は、ふるさと納税制度を活用した寄附金のモデルメニュー「なごやＮＰＯ応援寄附金」の活用対象と
なります。今年度は、なごやＮＰＯかるたコンテストで本寄附金を活用します。みんなでよりよい未来をつくるために、様々な社
会課題解決に取り組むＮＰＯを一緒に応援しませんか？ふるさと納税の申し込みサイトからクレジットカードでの寄附ができ
るほか、所得税・個人住民税から控除を受けることができます。

Q：どんな活動をしているのですか？
A：私たちは、学校と地域をつなぐ専門家「キャリア教育コーディネーター」です。「出
会いと挑戦」の教育を応援するため、地域で活躍する市民の方を学校にお連れし授
業をおこなっていただいたり、年間を通じたキャリア教育の効果的なプログラムを計
画したり、インターンシップのプログラムを設計するなど、学校と社会とをつなぐ教育
のサポートをおこなっています。

Q：なぜ認定を取ろうと思ったのですか？
A：団体のミッションでもある「学びあい育ちあう共同体づくり」を社会全体で推進するため、より多くの方とつながり、
社会全体の動きへとつなげていくため、団体自体の社会的信用を高めていく必要があると考えました。また、広く寄付
者を集めるとともに、税制優遇制度を活用することにより、収益性が低くても必要性がある事業を実施し、多くの人に
包摂的かつ公平で質の高い教育を提供していきたいと考えています。

Q：これから認定・特例NPO法人を目指す団体にアドバイスをお願いします！
A：認定を目指すと決まったものの、どこから始めたらよいか分からない状態だったため、市が実施する「NPOのための
講座」に参加し、また認定を目指す法人を対象にしたアドバイザー派遣を依頼する等して、団体運営や書類関係を整え
ていきました。不明点は市民活動推進センターの担当の方に確認するなど、様々な方を頼りながら進めました。認定取
得のための助成金もありますので、団体内外をうまく活用しながら進めると良いと思います。

団体名　アスクネット
■主たる事務所：名古屋市熱田区　■主たる活動分野：子どもの健全育成
■認定期間：令和４年３月１日から令和９年２月２８日まで
　

特例認定NPO法人・認定NPO法人の制度や申請方法、手引きについては、当センターのホームページの専用ページ
（URL　https://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npo_support/npo_recognition/）をご覧ください。

なごや市民活動通信1なごや市民活動通信 2

主催事業のご案内

6月末現在の所管法人数
認証法人数 ： 873法人　  認定法人数 ： 29法人　  特例認定法人数 ： 2法人

5・6月の設立認証NPO法人  
名　称 所在区 主な活動分野
アワハウス

GLOBAL CITIZEN
seagull

あいち相続テラス
伝心ＬＡＢ

権利擁護サポートプラザそねっと

東区
東区
名東区
千種区
名古屋市内
名古屋市内

環境保全
国際協力

学術・文化・芸術・スポーツ
人権擁護・平和推進
保健・医療・福祉
保健・医療・福祉

ナゴヤアドベンチャーマラソン
★日程：令和4年10月30日（日）
★場所：庄内緑地公園（西区）
★内容：スポーツやランニング
愛好家向けのマラソン大会
です。ＮＰＯが運営に協力し
ます。詳細は、イベントHPよ
りご確認ください。

ファミリー・クラウンサーカス
★日時：令和4年12月17日（土）13:30 ～
★場所：名古屋市中小企業振興会館７Ｆメイン
ホール（千種区吹上２丁目６－３）
★内容：カラフルでゆ
かいなクラウン（道
化師）による、ファ
ミリー向けのサーカ
スを上演します。

なごやＮＰＯ応援事業についてはこちら
https://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/
project/npo_ouen_R4/

なごやＮＰＯ応援寄附金についてはこちら
https://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/
project/kifukin/

「なごやＮＰＯ応援事業」のご案内新しく認定ＮＰＯ法人になった団体を
ご紹介します！

特集

アスクネット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： https://asknet.org  （TEL：052-881-4349　FAX：052-881-5567）
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スタッフの

つぶやき
スタッフ：田中

はじめまして！今年の４月に配属になりました田中です。今年の夏は信じられないほどの暑さでし
たね。もともと暑がりで汗っかきの私は日々の通勤だけで汗だくに…。ところが食欲は不思議と
衰えず、栄でのランチを楽しみに毎日頑張っています。秋は特に食べ物がおいしい季節ですが、
体重だけでなく知識も増やせるよう、ＮＰＯやボランティア活動について、勉強していきたいと思
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/

■NPOアドバイザーによるNPOのための個別相談のご案内　［参加費：無料、要申込］　　　　　　　
日　程内　容 担当アドバイザー

『なごや市民活動通信』

織田　元樹 （ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）

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）
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設立・運営
会計・税務
設立・運営
設立・運営
設立・運営
会計・税務

  9/16［金］16:00～
  9/29［木］10:00～、11:30～
  9/30［金］16:00～
10/14［金］16:00～
10/21［金］16:00～
10/25［火］10:00～，11:30～

■NPOアドバイザーによるＮＰＯのための個別相談（オンライン）のご案内 ［参加費 ： 無料、要申込］

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

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】●特定非営利活動法人チャイルドラインあいち様　●愛知県BBS連盟様　●特定非営利活動法人ジュヴェニル様　
　　　●特定非営利活動法人志民連いちのみや様　●特定非営利活動法人名古屋ろう国際センター様　　
■個人正会員：
【継続】●田中 兵太郎様　●匿名1名
■法人賛助会員：
【継続】●社会福祉法人TUTTI様　●社会福祉法人楠福祉会 あじま作業所様　●社会福祉法人てとろ様　
■賛助会員：
【継続】●坂下 功久様　●山本 卓也様　●小川 明日香様　●滝 栄一様　●東 勝利様　
　　　●自立のための道具の会・TFSR Japan様　●特定非営利活動法人みたけ・500万人の木曽川水トラスト様　
　　　●特定非営利活動法人堀川まちネット様　●特定非営利活動法人ル・スリール・ジャポン様　●匿名1名　
■寄付：●小川 明日香様　●廣井 修平様　●愛知県図書教材協会様　●匿名33名

 

みんなの声

「Z世代×防災」座談会では、自宅での備えの話も出ました。大学生3人は避難グッズを置いたり、家具の下に

ジェルタイプの滑り止めを敷いたりと対策している様子。我が家は家具固定の対策がまだまだ甘いなと反省し

ながら聞いていました。池田さんから「出入り口に大きい家具を置かない、ベッドのそばに本棚を置かないな

ど、家具の配置を工夫することも防災につながる」と聞いたので、さっそく家具の向きや置き方を見直したいと

思います。

-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

●自立のための道具の会・TFSR Japan様
少しでも多くの方に活動を知ってもらえるよう
に、また掲載したいです。

●特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ様
情報投稿から公開まで短い期間にご対応い
ただきまして、ありがとうございました。

●特定非営利活動法人ポパイ様
ボランティア希望者につながったので、また掲載したい
です。

●特定非営利活動法人風の会様
2年ぶりのボランティア募集による行事の開催となりま
した。今後も、状況を見ながらその時その時の開催方
法を検討し、行事を行っていきたいと思います。

編集後記 さはら

次号予告

次号のテーマは　「アートでつながる」。
2022年11月1日発行予定です。お楽しみに！
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◆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法人ってなに？」「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： 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：中根　早苗氏
　　　　 （NＰＯ法人生涯学習ネットワーク中部　理事長）
　　　　 加藤　秀明氏
　　　　 （NＰＯ法人生涯学習ネットワーク中部　副理事長）

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（木）受付開始）　※ゲストトーク編又は設立編のみの参加も可能です。
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