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第36期災害ボランティアコーディネーター養成講座開催決定！

　9月23日(金・祝)、10月1日(土)、10月2日(日)の3日間、第35期災害ボランティアコーディネー
ター養成講座が行われました。この講座は、東海豪雨をきっかけに毎年開催されています。
　初日は、防災の基礎知識を学ぶ講義やグループワーク等を行いました。グループワークでは、講
座初日にいきなりの災害ボランティアセンターの受付模擬演習を…。戸惑いもあったかと思いま
すが、過去の養成講座修了生のアドバイスを取り入れ、ボランティアに来てくださる方を気持ちよ
く送り出せるような気遣いがいたるところに見られました。

　2日目は、「災害時における被災地の状況を学ぶ」をテーマに、災害現場で実際に活躍されている
方や東日本大震災で名古屋市に避難してきた方のお話を聞きました。
　最終日は、外国人防災や平常時の防災活動、ネットワークづくりの重要性を学びました。日ごろ
から地域の中で顔の見える関係を築いておくことが発災時の円滑な連携につながります。43名の
方に3日間ご受講いただきましたが、修了生の皆さまとは今後も顔の見える関係を築いていけたら
と思います。

第35期　災害ボランティアコーディネーター養成講座　実施報告

●生の声を聞けたこ とで、被
災地の状況をこれまでよりも
リアルに感じられました。

●初めて、災害ボランティアコー
ディネーターについて知り、さら
に興味を持つことができた。

●模擬演習を行うことで実際
に受付などをする際に役立
つため、良い経験となった。

昨年度受講者の声
（アンケートより）

●日　　程：1月28日（土）、1月29日（日）、2月4日（土）【全3日間】
●対　　象：名古屋市在住・在勤・在学の方で3日間通して受講できる方
●定　　員：50名（※応募者多数の場合は抽選となります）
●募集締切：1月17日（火）必着
●応募方法：往復はがき又は電子メールに
①住所、②氏名（ふりがな）、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日目の参加方法（Zoomまたは市民活
動推進センター）を記入し、市民活動推進センターへお申し込みください。

※電子メールの場合は、件名を「災害ボランティアコーディネーター養成講座」としてく
ださい。

※抽選後、当選者には受講決定通知（電子メールまたははがき）を送
付いたします。

申込専用QRコード（メール作成画面が開きます）→

私
が
変
わ
る
。

未
来
を
変
え
る
。
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2023年1・2月号

「名古屋市市民活動推進センター」は市民活動を促進するための総合的な支援拠点として、2012年4月に開設されま
した。開設から丸10年、改めて当センターでできることをご案内いたします。

　なごやＮＰＯ応援事業のメインイベント「なごやＮＰＯ応援フェスタ」
を開催しました。
　快晴の青空のもと、ヒサヤオオドオリパーク　テレビトーヒロバにて、
２０のＮＰＯが一堂に会し、ブース出展やステージ発表を行いました。
この日は名古屋まつりと同日開催ということもあり、のべ約4,900人に
ものぼる多くの方にご来場いただきました。
　ステージでは、ＮＰＯが登壇して、それぞれの団体にまつわるクイズ
を出題する〇×クイズ大会を開催。多くの親子連れが参加し、盛り上が
りました。
　昼過ぎには、名古屋おもてなし武将隊®がかけつけ、圧巻の演舞を披
露！その後、来場者を伴い、各ＮＰＯブースへ。ＮＰＯの皆さんの活動の
内容や熱い思い、はたまた苦労話など、武将隊との掛け合いを楽しみ
ながら、理解を深める時間となりました。

なごやＮＰＯ応援フェスタを開催しました！

　多くのランニング愛好家に愛されてきた、「ナゴヤアドベンチャーマラ
ソン」。第１５回となる今回は、なごやＮＰＯ応援事業とのコラボレー
ション！参加料の一部がＮＰＯの活動資金となるチャリティイベントとし
て開催しました。
　参加ＮＰＯは給水ポイントのスタッフや走路員としてランナーの皆さ
んを応援し、ランナーの皆さんには、応援したいと思うＮＰＯへ投票を
していただきました。
　最長の種目はフルマラソン。完走後フラフラになりながらも、ＮＰＯの
活動紹介コーナーに足を運んで投票をしてくださる姿が印象的でした。
多くの方にＮＰＯの活動を知っていただく素敵な機会となりました！

10月16日（日）  ヒサヤオオドオリパーク テレビトーヒロバ

チャリティマラソンを開催しました！
10月30日（日）　庄内緑地公園

なごや市民活動通信1なごや市民活動通信 2

特集①

10月末現在の所管法人数
認証法人数 ： 872法人　  認定法人数 ： 29法人　  特例認定法人数 ： 1法人

9・10月の設立認証NPO法人  
名　称 所在区 主な活動分野

なごやＮＰＯ応援事業　中間報告市民活動推進センターを活用してみよう！

特集

〒460-0008　名古屋市中区栄3 丁目18-1
ナディアパークデザインセンタービル6階
TEL：052-228-8039　FAX：052-228-8073
E-mail：npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
URL：https://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/
開館時間：火曜日～土曜日　9:00～21:30 日曜日・祝日 9:00～18：00　休館日：月曜日、年末年始
センター公式Facebook も更新中！　https://www.facebook.com/vnpo758　

なごやＮＰＯかるたコンテスト開催中 【投票期間１月３１日まで！】
前号でもご案内した「なごやＮＰＯかるたコンテスト」、まだまだ投票を募集しています！
２０団体のかるた作品をご覧いただき、応援したいＮＰＯを選んで投票をお願いします。
投票の結果によって、なごやＮＰＯ応援寄附金を、ＮＰＯの活動資金として配分します。

★詳細・投票はwebで！　 なごやＮＰＯかるたコンテスト

ボランティアしてみたいけど
どうやって探せばいいの？

仲間と街の環境を
良くする団体を立ち上げたい！

市民活動推進センターでこんなことができます！
活動の拠点にする

・貸室（有料）や交流スペース（無料）が
利用できます。
・団体用ロッカー（小型・大型）が利用
できます。
・ワーキングスペース（印刷機、紙折機
等）が利用できます。
・貸室、小型ロッカーはホームページ
から申込可能です。申込の際は団体
登録が必要です！

情報の入手や発信をする
・市民活動に関するボランティア、講
座、イベント、助成金等の情報の閲覧
や収集ができます。市民活動団体は、
チラシやパンフレットの掲示、配架も
可能です。
・市民活動に関する図書の貸出を行っ
ています。

相談する
・「ボランティアをしてみたい」「団体を
立ち上げたい」「団体活動を活性化さ
せたい」等市民活動に関する相談受
付をしています。

こんなところです！ 講座やイベントに参加する
・ボランティアや市民活動に関する入
門～専門的な講座を開催しています。
・市民活動団体の交流や情報発信の
促進をはかるイベントを開催してい
ます。

ＮＰＯ法人をつくる、運営する
・名古屋市内にのみ事務所を置くＮＰ
Ｏ法人の認証、認定事務を行ってい
ます。
・法人設立や運営に関する相談受付、
講座の開催をしています。

あいちアーツ福祉拠点設立機構
カラフルスタンダード

Sottaku

北区
中区
天白区

保健・医療・福祉
保健・医療・福祉
保健・医療・福祉

団体登録申請は
ホームページからお願いします！

Facebookもぜひ見てね！
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スタッフの

つぶやき
スタッフ：井村

あけましておめでとうございます。今年の干支は「癸卯」ですね。
「癸」は、「揆（はかる）」の一部で「種子が計ることができるほどの大きさになり、つぼみが花開く
直前」を表し、「卯」は、字の形が「門が開いている様子」を連想させることから「冬の門が開き、
飛び出る」という意味があるのだとか。この組み合わせは縁起がよいようです。すべての人にとっ
て、よい年になりますように。

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）

■法人正会員：
【継続】●株式会社イー・アール・エス様　
■個人正会員：
【継続】●間宮 基文様　●金 源道様　●三木 絵里子様　●小倉 和雄様　●浅野 美子様　●谷口 知子様　
【新規】●鷲見 敏雄様　
■法人賛助会員：
【継続】●大森授産所様　
■賛助会員：
【継続】●坂井 文子様　●西川 博勝様　●三谷 洋一様　●いきいきワーカーズおばた様　
　　 ●九番団地日本語教室 AULA DO KYUBA様　●匿名2名
■寄付：●小松 友子様　●廣井 修平様　●匿名32名

みんなの声

特集記事のアッチコッカさんには、前回HAPPY WOMAN FESTAからお世話になっており、FESTAではキャリア相談体験

ブースなどを企画させていただきました。ジェンダーギャップの課題について、いったい何が本質なのかを自分なりに

考えていましたが、取材を通じて感じたことは「自己肯定感」の影響です。気持ちの部分で前向きになれれば、格差

是正につながるのではないかと感じることができた取材でした。

-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

●特定非営利活動法人子ども＆まちネット様
年度末で卒業や就職などの理由で活動から離れて行
くボランティアが複数名いるため、次年度に向けて再
募集しています。また掲載したいです。

●ハンモックツリー様
いつもご支援ありがとうございます。確実に応募、問
い合わせをくださる方がおられるので、掲載お願い
します。

●公益財団法人　ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン様
継続してボランティア向けの説明会を開催するた
め、また掲載したいです。

●特定非営利活動法人風の会様
今後は『ボラみみ』がきっかけでできたご縁を大
切に、次の行事にも参加いただけるようにしてい
きたいです。

編集後記 ながえ

次号予告

次号のテーマは　「小さないのちと。」
2023年3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

  

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

■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、要申込］　

1/27［金］13:30～15:30

　

1/27［金］13:30～15:30

　

織田 元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）
日　程内　容 担当アドバイザー

ポストコロナ「これからの市民活動のカタチ」

2/10［金］13:30～15:30

　

2/10［金］13:30～15:30

　

橋本 俊也（税理士）ＮＰＯ法人の運営基礎～ＮＰＯ法・会計・税務・法人運営～

2/28［金］13:30～15:30

　

2/28［金］13:30～15:30

　

加古　 朗（社会保険労務士・行政書士）多様な働き方に対応する労働条件通知書のつくり方

織田　元樹（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局）

足立　勝彦（税理士）

橋本　俊也（税理士）

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）

加古　　朗（社会保険労務士、行政書士）

（税理士

（公認会計士、税理士）

ＮＰＯ法人ボラみみより情報局

社会保険労務士、行政書士）

設立・運営
会計・税務
会計・税務
会計・税務
設立・運営
労務

1/20［金］16:00～　1/27［金］16:00～ ,17:30～

2/  1［水］14:00～ ,15:30～

2/10［金］16:00～

2/15［水］10:00～ ,11:30～ ,14:00～ ,15:30～

2/17［金］16:00～　2/22［水］16:00～

2/28［火］16:00～

1３：３0～16：３0
1/25 ［水］ 

◆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Ｎ
ＰＯ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）
■ゲスト：神 朋代氏（ＮＰＯ法人LivEQuality HUB）　　■講師：市民活動推進センター職員　

ＮＰＯ講座「ＮＰＯをつくろう」ゲストトーク編＆法人設立編（受付中）☆同日開催
＊ゲストトーク編又は法人設立編のみの参加も可能です。

14：00～16：00
2/16 ［木］ 

「ボランティアをしたいけど、どうしたらいいの？」「自分にできるボランティアってなに？」そう思っている方にオススメ
の講座です。ボランティアに興味・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どうぞ！ ボランティアの
基礎や活動の探し方などをボランティア経験豊富な実践者がご案内します。はじめの一歩を踏み出してみませんか！

■定員：30名　　■参加費：500円
■ゲスト：有村　和人氏（ＮＰＯ法人愛・地球博ボランティアセンター）　　■講師：市民活動推進センター職員　

ボランティア講座「ボランティアへのはじめの一歩」　
（1月11日（水）受付開始）　
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