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　30秒動画コンテストやフォト＆エッセイコンテストなど、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か
るたコンテスト」を開催しています！
　20団体から、かるた作品をお寄せいただき、名古屋で活躍するＮ
ＰＯの魅力が詰まった、実際に遊べるかるたが完成しました。読み札
となる短い文章と、取り札となる写真やイラストで、各団体の「活動内
容」と「寄附があるとできること」を表現しています。
　本コンテストでは、市民の皆さんに、作品を見て「応援したい！」と
思う団体に投票していただき、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配分します。ぜひ、投票をお願いします。
あなたの一票が、ＮＰＯの力になります！

◆投票方法
　Webからの投票と、各種イベント会場での投票が可能です。
日程や方法など詳しくはWebで！

　なごやＮＰＯかるたコンテスト開催中！ぜひご投票ください！

なごやＮＰＯ応援寄附金への応援をお願いします！
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。「なごやＮ
ＰＯ応援寄附金」は、福祉や環境問題など様々な分野で活躍するＮＰＯを「応援したい！」という皆さまの気持ちをつない
で、ＮＰＯの支援に役立てます。令和４年度は、なごやＮＰＯかるたコンテストで活用します。

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」、ぜひよろしくお願いします！

●ふるさと寄附金（納税）制度・寄附金控除等についてはこちら
https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/410-1-6-0-0-0-0-0-0-0.html

なごやＮＰＯかるたコンテスト
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Q：どんな活動をしているのですか？
A：名古屋市北区を中心に、妊娠期～主に0.1.2.3歳までのお子さんとそのご家族の子育てに関する支援事業をしてい
ます。具体的には、北区で3か所無料で遊んでいただける施設「遊モア（柳原・平安通・あじま）」を運営しています。特に
遊モア柳原は2021年10月より、「北区子育て応援拠点　遊モア柳原」となり、区に1つの一時預かり機能が付いた遊
び場となりました。ここでは、毎週木曜日の定休日に、「いこいの家事業　遊モアプラス」という、未就学児までの発達
に不安がある親子のための事業や、月に1回第2日曜日には「くれよん」というシングル
家庭のためのサークル活動も行い、様々なニーズに応えられる拠点となっています。
　また、758キッズステーションの運営を通して名古屋市全体の支援者の質の向上に
力をいれています。公園で遊ぶ「あおぞらひろば」や大学との連携、支援者のための研
修事業、オンラインでの子育て支援など様々な活動を行っています。

Q：なぜ認定を取ろうと思ったのですか？
A：2018年度に代表を交代し、これから20年先の未来を考えたときに、子育て支援はより多くの人たちに応援しても
らえるようにならないと、子どもが育てやすい社会を作れないと思ったからです。応援してくださる方のメリットを得るた
めにも、認定を取ろうと決めました。

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：20年以上前から活動していたので、過去の資料が探せないなど、正直めちゃく
ちゃ大変でした。認定は新しく設立された法人さんの方が取りやすいと思います。た
だ、今まで日常業務に追われてできなかった法人内のいろいろな整備は一気にすす
みましたし、書類の意味や役割、定款に沿った運営など基本的な知識の整理になっ
たので、頑張ってよかったです。

団体名　子育て支援のＮＰＯまめっこ
■主たる事務所：名古屋市北区　■主たる活動分野：子どもの健全育成
■認定期間：令和4年5月1日から令和9年4月30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。

ボランティアをしたい人とボランティアをしてほしい人のマッチングイベント「ぼらマッチ！なごや2022」、今年も開催します。
ぜひ来てね！

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

8月末現在の所管法人数
認証法人数 ： 871法人　  認定法人数 ： 29法人　  特例認定法人数 ： 1法人

7・8月の設立認証NPO法人  
名　称 所在区 主な活動分野

HAPPY PLANET 中村区 社会教育

ぼらマッチ！なごや２０２２　開催します！新しく認定ＮＰＯ法人になった団体をご紹介します！

特集

「子育て支援のＮＰＯまめっこ」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://mamekko.org/　
●Twitter：https://twitter.com/mamekko_npo
●Facebook: https://www.facebook.com/npomamekko/　
●Instagram：https://www.instagram.com/npo.mamekko/
●問い合わせ：info@mamekko.org 
●電話：052-915-5550（平日の9：30～15：30）

【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）：愛知大学 ボランティアセンター、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、学生実行委員会ISIKI、株式会社デンソー、株式会社musbun、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、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会、名古屋市青少年交流プラザユースクエア、
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
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めにも、認定を取ろうと決めました。
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A：20年以上前から活動していたので、過去の資料が探せないなど、正直めちゃく
ちゃ大変でした。認定は新しく設立された法人さんの方が取りやすいと思います。た
だ、今まで日常業務に追われてできなかった法人内のいろいろな整備は一気にすす
みましたし、書類の意味や役割、定款に沿った運営など基本的な知識の整理になっ
たので、頑張ってよかったです。

団体名　子育て支援のＮＰＯまめっこ
■主たる事務所：名古屋市北区　■主たる活動分野：子どもの健全育成
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主催事業のご案内

8月末現在の所管法人数
認証法人数 ： 871法人　  認定法人数 ： 29法人　  特例認定法人数 ： 1法人

7・8月の設立認証NPO法人  
名　称 所在区 主な活動分野

HAPPY PLANET 中村区 社会教育

ぼらマッチ！なごや２０２２　開催します！新しく認定ＮＰＯ法人になった団体をご紹介します！

特集

「子育て支援のＮＰＯまめっこ」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://mamekko.org/　
●Twitter：https://twitter.com/mamekko_npo
●Facebook: https://www.facebook.com/npomamekko/　
●Instagram：https://www.instagram.com/npo.mamekko/
●問い合わせ：info@mamekko.org 
●電話：052-915-5550（平日の9：30～15：30）

【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）：愛知大学 ボランティアセンター、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、学生実行委員会ISIKI、株式会社デンソー、株式会社musbun、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、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会、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
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スタッフの

つぶやき
スタッフ：滋野

「なんだか久しぶりにつぶやきの原稿を書いているなー」と思って以前のつぶやきを調べてみた
ら、平成３０年以来ということでした。途中で元号が変わっており、もはや何年前のことなのかよ
くわかりませんが、それだけ長いこと当センターに在籍しているということでしょうか。ＮＰＯの
世界は奥が深く、まだまだ勉強不足だと日々痛感していますが、引き続き頑張っていきますので、
よろしくお願いします！

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
ホームページをご覧ください。

イラスト協力：加藤舞美

【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』

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！

〒460-0004  名古屋市中区新栄町2ｰ3 YWCAビル6F　TEL 052ｰ228ｰ7824   FAX 052ｰ228ｰ7834
E-mail  office@boramimi.com　URL  http://www.boramimi.com/　　代表  織田元樹　印刷  菱源株式会社

特定非営利活動法人
ボラみみより情報局

  

　オンライン（Zoom）を活用し、アドバイザーと個別相談ができます。相談内容は、設立・運営・会計・税務・法務・労務など
全ての分野が対象です。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

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3週間、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。交流スペースの広報物の掲示の
配置リニューアルや、主催事業の運営などに携わっていただきました。

田尻 大和さん（左から2番目）　
企画の会議、個人情報の取り扱い、冊子の整理などそれぞれ
の業務に配慮すべきことがあり、インターンシップを通して行
政のサービスの見えない苦労を体験できました。

志比田 茉菜さん（右から2番目）　　
会議やイベント等への参加を通じて、行政がどのように市民活動
の支援・活性化に働きかけているのかを学ぶことができました。
また、ファシリテーション研修も大変勉強になりました。

鈴木 文菜さん（左端）　
職員の皆様が、熱意をもってあたたか
く支援に取り組まれている姿を間近で
見ることができました。行政サービスの
重要性を感じた大変貴重なインターン
シップでした。

すずき 　あやな

 たじり　 やまと

小松 双葉さん（右端）　
イベントの準備や窓口、業務、会議の
出席、自主企画としてNPOを考えまし
た。どの職員さんも親切で、質問がし
やすかったこともあり、多くの学びが
得られました。

こまつ　ふたば

  し び た      まな

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　　　

■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］　　　　　　　

■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（オンライン）のご案内　［参加費：無料、要申込］　

12/9［金］13:30～15:30

　

12/9［金］13:30～15:30

　

高橋　一将（中小企業診断士）

日　程内　容 担当アドバイザー

5年、10年と長く愛され続ける
事業・サービス作りの裏側

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）

水野 真由美 （ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）

橋本　俊也 （税理士）

織田　元樹 （ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）

（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局

（税理士・行政書士）

（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局

（税理士）

（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）

設立・運営

会計・税務

設立・運営

会計・税務

設立・運営

11/17［木］ 16:00～　 11/25［金］ 16:00～

12/  1［木］ 16:00～、17:30～

12/  8［木］ 10:00～

12/13［火］ 10:00～ ,11:30～ ,14:00～ ,15:30～

12/16［金］ 16:00～　 12/22［木］ 16:00～
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