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みなさんのご意見を、センターは取り入れていきます！！
みなさんのご意見を、センターは取り入れていきます！！
「センターの掲示がちょっとわかりにくいな。」そんな声をお寄せいただきました。利用者の声にお応えす
るため、センターのなかでも一番大きな掲示板のスペースを、下のように改善しました！
「足立区NPOカレンダー」
区内で活動する団体のイベントや講座・セミナーが、い
つ開催されるのか、パッと見てすぐにわかるカレンダー
形式でチラシを掲示しています。

「NPO団体紹介掲示板」
区内で活動する団体の案内チラシやパン
フレットなどを掲示するスペースも用意し
ています。

センターには、区内で活動するさまざまな団体のイベントや講座・セミナーなどの情報がたくさんあります。
写真の掲示スペースだけでなく、ラックやテーブルには平積みされたチラシも多数設置されています。ぜひ
一度、センターまで足を運んでみてください！
■区内で活動するNPO団体のみなさま■
使いやすい！わかりやすい！役に立つ！そんなセンターにしていくためにも、皆さんと一緒により良いセ
ンターづくりを行っていきたいと考えています。センターの掲示スペースには、
●団体紹介パンフレット
センターで、印刷用紙を
●会員・スタッフ・ボランティアなどの募集チラシ
注文できるようになります！
●団体主催のイベントや講座などのチラシ
を設置することができます。
団体主催のイベントや講座・セミナーなどのチラシがあ
りましたら、実施ごとにセンターへご持参もしくはご郵送
ください！（センター利用登録済みの団体であることが
条件となります。）

皆さんのご要望にお応えし、センターで印刷用紙を
注文できるサービスを開始します！
センター利用登録済みの団体であればいつでもご
利用いただけますので、利用方法などの詳細は、遠
慮なくセンターへお問い合わせください。

★９月号に続いて、ＰＲサービス第二弾！センター内の掲示もぜひ活用してください！★

足立区ＮＰＯ活動支援センターは、区内のＮＰＯの皆様、地域で何か始めたいと思っている方の

足立区ＮＰＯ活動パワーアップ支援事業助成団体決まる！
足立区ＮＰＯ活動パワーアップ支援事業助成団体決まる！
平成２０年度足立区ＮＰＯ活動パワーアップ支援事業助成団体は下表のとおり審査会で決定いたしました。助成金は対象
事業費の2/3の助成率、上限２０万円です。来年度も４月と９月の２回に分けて事業募集予定ですので、いまから事業計画
等を練り、ぜひチャレンジしてください。
足立区NPO活動パワーアップ支援事業・平成20年度採択事業
事業名

事業内容

事業者

高次脳機能障害の啓発
および自立促進事業

高次脳機能障害の障害者と家族を支援するた
めの事業。

足立さくら会(任）

セカンドライフを楽しむ！
−イキイキ健康推進活動−

スポーツ吹矢、薬膳講座、ウォーキング等を通
じ、シニア世代の健康と社会参加を促進する。

サザンさわやか倶楽部
（任）

足立区千住の「郷土文化景観」
を資源とした観光ガイド事業

「千住文化解説員」による、千住まち歩きガイド
事業の実施。

特定非営利活動法人
千住文化普及会

バリアフリー映画上映会
「視覚障害者とともに」

音声ガイドと字幕のついたバリアフリー映画の
上映会を開催。視覚障害者が積極的に本事業
の企画運営に携わるようサポートする。

特定非営利活動法人
アイ・サポート

ＮＰＯ法人ＩＴ支援センターに行ってきました！
ＮＰＯ法人ＩＴ支援センターに行ってきました！
このコーナーはＮＰＯ活動支援センターのスタッフが、頑張るＮＰＯ団体の皆様のところにお邪魔し、活動に
ついてインタビューをしたものをまとめた【ＮＰＯ訪問記】です。団体の皆さんの熱い想いをとくとご覧あれ！
お話を聞かせてくれた方：
理事長 幡野 憲正さん／事務局長

「今までで一番大変だったことを教えてください。」
塚本 栄子さん

「主な活動内容について教えてください。」
●塚本さん：まずは、パソコン学習を通じて中高年齢者の
方々に楽しさや便利さを知ってもらうこと。そして、情報交換
や交流の中で、仲間づくりや生きがいづくりの場にしてもらえ
たらと思っています。今は毎週日曜に、綾瀬のプルミエで講
習会を実施しているのが活動の中心ですね。
●幡野さん：具体的には、町会や自治会ともうまく連携して、
ＩＴの普及・地域活性化に取り組んでいきたいですね。
「活動を始めたきっかけは何ですか？」
●幡野さん：国の事業として実施されていたＩＴ講習会をきっ
かけに、講習会後も継続して学び合う機会を作ろうということ
で「ＰＣクラブ」ができました。ちょうど時期を同じくして、ＩＴ支
援センターの法人設立準備をしていたので、2005年4月に
認証された後、ＰＣクラブのメンバーがそのまま受講生として
当法人の活動に参加しているといった状況です。
「講習の進め方が特徴的ですよね。」
●塚本さん：受講料が安いというだけではなく、受講者同士
の「相互学習」（教えあい）を
意識しています。これによって
自分自身の理解も深まります
し、初心者の方に伝える「力」
も付くんですよ。
●幡野さん：また、オリジナル
のテキストなどで、分かり易い
講習を心掛けています。
「学び合う」をモットーにした講習会風景

●幡野さん：2005年に、当時活動場所にしていたパソコン教室
が閉鎖され、活動場所がなく
なったことです。また、一時期
会員が減り、経済的に運営が
困難になったこともありました。
「逆に嬉しかったことは何です
か？」
●幡野さん：運営が困難な状況
受講生に指導する幡野さん
だったときに、会員の皆さんが
運営資金を少しずつ出し合ってくださり、講習会の継続を決め
たことですね。そのこともあってか、その後皆さんが、当会を共
同運営の意識で大事にしてくださっていると感じます。
「それでは最後に、今後の展望をお聞かせください。」
●塚本さん：中高年の中でも、より若い方に参加していただい
て、今まで以上に盛り上げていきたいです。そして、参加者を増
やして盛り上げていく中で、ITの普及と地域の活性化に少しで
も貢献できたらと思っています。
ＮＰＯ法人ＩＴ支援センター
〒120-0014 足立区西綾瀬2-16-14 ＴＥＬ：03-3880-0643
メールアドレス：n-hatano@isis.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.npo-it.net/
今回のNPO訪問記では、IT支援センター主催の「PCクラブ」という
講習会にお邪魔してきました。比較的ご年配の受講者が集まって、
ワイワイガヤガヤ。今回はパソコンを使って絵を描く講座でしたが、
講座中にも他の方の画面をみんなで覗き込み、教えあったり感
想を述べ合ったり。参加者皆さんの目がキラキラ輝いている様子
は、とても印象的でした。次回も地域で活躍するNPO団体の様子
をご紹介します。ご期待下さい！
相談員 村上

センターサービスメニュー:「何でも相談できる」ワンストップ相談窓口、会議や講座などに

強い味方です。お気軽にご連絡ください。TEL 3840-2331

区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
■12月6日■薬膳入門講座２ 「冬の薬膳 腎をやしなう」
【内容】講義と講習（エプロン、三角巾をご用意ください）
【講師】管理栄養士・国際薬膳師 河本寿恵乃
【日時】平成２０年１２月６日（土）午後１時〜午後４時
【会場】東和地域学習センター１階料理室
【参加費】１，５００円 【献立】中華粥、餃子、デザート、薬膳茶
【定員】２５名 【主催】サザンさわやか倶楽部
【申込・問い合わせ】サザンさわやか倶楽部 中村
TEL/FAX 03-3896-1070 Eメール：nakamuraa@coda.ocn.ne.jp

■12月6日■介護講習会
【内容】「認知症を正しく理解しよう」
【日時】１２月６日（土）午後２時〜午後４時
【会場】足立区NPO活動支援センター（足立区梅田7-13-1）
【参加費】無料
【講師】社会福祉士 坂井秀子（日本介護センター研修室長）
【参加申込方法】お名前・電話番号等をお知らせください。
【申込・問い合わせ先】NPO法人 NPOはなみずき
TEL：03-5813-3323

■12月7日■2008「クリスマス市」
【内容】夢や想いをカタチにした起業家や芸術家が、クリスマス
を目前に、自分らしい生き方をワークショップで表現します。
ミニコンサートと合わせて楽しめるイベントです。
【日時】12月7日（日）午前１０時〜午後６時

E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

【会場】わたなべ音楽堂（足立区中央本町4-12-5）
TEL/FAX：03-3889-1662
【申込・問い合わせ先】NPO法人 アントレネットあだち
TEL/FAX：03-5813-7825

■12月7日■セミナー「高年齢者のための健康管理」
【内容】健康管理のあり方等について、講師の先生がやさし
く楽しくお話します。
【日時】１２月７日（日）１５時〜１６時３０分
【会場】日介ケアセンター本木 １階デイフロア
（足立区本木1-20-5）
【受講料】５００円
【講師】医学博士 生山匡（山野美容芸術短期大学教授）
【申込方法】お名前・電話番号等をお知らせください。
【申込・問い合わせ先】NPO法人 NPOはなみずき
TEL：03-5813-3323

■1月6日■バリアフリー上映会「西の魔女が死んだ」
音声ガイドと字幕のついたバリアフリー映画上映会です。
誰もが共に映画を楽しむ機会を提供します！
【日程】２００９年１月６日（火）
【上映時間】１回目 １４時〜／２回目 １８時３０分〜
【会場】西新井文化ホール 【チケット代】５００円
【申込・問い合わせ先】NPO法人アイ・サポート
TEL/FAX：03-3899-0071（代表 三谷求）
---＜ボランティアも同時に募集！＞--視覚障害者を行き帰りに案内・誘導したり、チケット販売した
り、上映会の運営を手伝ってくれる方からのご連絡をお待ち
しています！

Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａ 教えて先生！ＮＰＯ専門相談員に聞くＮＰＯマネジメント
教えて先生！ＮＰＯ専門相談員に聞くＮＰＯマネジメント
Ｑ．質 問：昨年法人化した、文化芸術の普及に取り組むNPOです。来年３月に事業会計年度が終
了しますが、今年度は同時に役員任期も満了となります。所轄庁は東京都なのですが、何をどのよう
な手順で手続きすればよいか、教えください。

Ａ．回 答：足立区ＮＰＯ専門相談員 行政書士 清水 良満 先生
東京都への事業報告だけでなく、役員の選任も必要となる場合は、書類の提出先が一ヵ所ではないため、煩雑になりがち
です。期限が早く到来するものから申し上げますので、参考にしてください。
まず、役員を選任するには、定款に定める選任機関（総会又は理事会）の決議を経なければなりません。選任後は、主たる
事務所を管轄する法務局に登記申請、東京都に役員の変更等の届出をおこないます。仮に役員全員が任期満了に伴い再
任された場合でも、登記申請と所轄庁への届出は必要です。登記申請は、主たる事務所を管轄する法務局へ２週間以内に
おこないます。但し、役員の中で監事は登記事項ではありませんので、ご注意ください。申請時に定款、選任機関（総会又
は理事会）の議事録、就任承諾書（議事録に当該理事が就任承諾した旨の記載があれば不要。但し、申請書に議事録の記
載を援用する旨付記する。）を添付します。なお、東京都へは「役員の変更等届出書」を提出します。新任の役員がいる場合
は更に、「就任承諾書及び宣誓書」の写し、住民票の写しが必要になります。届出は「遅滞なく」おこなってください。
次に、毎事業年度末日現在の純資産額に変更がある場合は、資産総額の変更登記申請をおこないます。登記は事業年
度終了後２ヵ月以内に申請しなければなりません。また、税務申告も、事業年度終了後２ヵ月以内におこなわなければなりま
せん。
既にご存知のこととは思いますが、東京都には、事業年度終了後３ヵ月以内に次の書類を提出します。（ ）内は提出する
部数です。
１．事業報告書等提出書（１部）
２．事業報告書（２部）
３．財産目録（２部）
４．貸借対照表（２部）
５．収支計算書（２部）
６．役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿（２部）
７．１０人以上の社員の氏名及び住所居所を記載した書面（２部）
書類の書き方が分からない等、ご不明な点は、足立区ＮＰＯ活動支援センターへご相談の上、ぜひ専門相談をご利用くだ
さい。
◆センターでは、専門相談員の先生への質問を募集しています。相談にのって欲しいこと・聞きたいこと、電話・ＦＡＸ・
メールなどで、センターまでご連絡ください！！
ＴＥＬ : ３８４０-２３３１
ＦＡＸ: ３８４０-２３３３
E-mail :npo-sc@adachi.ne.jp

便利な会議室、新たなマシンでキレイ！印刷室

開館時間：朝９時〜夜８時（休：日月祝）

事業報告の季節がやってきました！何かありましたら、お気軽にセンターへご相談ください！！
《募集期間》

新着助成金情報
新着助成金情報
◆平成２１年度
東洋ゴムグループ環境保護基金
《対象》
広く環境保護･保全のための、イベント･啓発
活動・環境教育・体験学習・里山整備・河川
環境整備・生態系保護・リサイクルなどの活
動を行う非営利団体への助成
《金額》

平成２０年１１月３０日（日） 必着

http://www.osaka-comunity.or.jp/
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8
大阪商工会議所ビル５F
TEL：06-6944-6260
FAX：06-6944-6261

《問合せ》
郵便事業㈱ 年賀寄附金事務局
http://post.japanpost.jp/kifu/nenga/ap
plications/all.pdf
〒100-8798千代田区霞が関1-3-2

◆平成２１年度
年賀寄附金配分申請公募

TEL：03-3504-4401
FAX：03-3592-7620

《対象》

《募集期間》

社会福祉増進や自然災害被災者への
救助など定められた１０分野の事業を行
う法人

平成２０年１１月３０日（日） 当日消印有効

《金額》

《問合せ》

５０〜５００万円
（配分額は審査委員会において審査の
上、総務大臣認可を受け決定）

上限 １００万円以下（事業費用1/2以下）

財団法人 大阪コミュニティ財団

助成金の詳細については、各
募集先にお問合せください。
助成金情報は、メールマガジン
でも定期的に発信いたします。
〜メルマガ購読者募集中！〜

Ｈ２０年１１月〜Ｈ２１年１月センター主催の講座・イベント
Ｈ２０年１１月〜Ｈ２１年１月センター主催の講座・イベント（参加費無料）
（参加費無料）
日
9
16
23
30

2008年 １１月
月 火 水 木 金
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

2008年 １２月
日 月 火 水 木 金
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

○

2009年 １月
日 月 火 水 木
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
◆赤字は休館日、

金
2
9
16
23
30

土
15
22
29

土
6
13
20
27

土
3
10
17
24
31

講座「あだちＮＰＯカレッジ
〜団体運営お助け講座」
（定員１０団体・受講無料）

<年末年始の休館に関するお知らせ>
年末年始の休館日：
１２月２８日（日）〜１月５日（月）

【テーマ】ＮＰＯの税務・会計と、事業報告
【日時】１２月１１日（木）午後５時〜８時
【会場】足立区ＮＰＯ活動支援センター
【講師】税理士・行政書士
（足立区ＮＰＯ専門相談員）
【定員】１０団体（先着・１２月９日（火）まで受
付、定員になり次第締切）

年内最後の開館日は、１２月２７日（土）
新年最初の開館日は、１月６日（火）
となります。

〈講座のお申込方法〉
今年チュ〜はお世話
になりました。

①電話・ファクス・Ｅメールで、住所・氏
名・電話番号・Ｅメールアドレス・講座名
を、ＮＰＯ活動支援センターまで連絡し
てください。
② 機関紙を郵送させていただいた方に
は申込専用ＦＡＸシートが同封されてい
ます。そちらを使用して、お申込ください。

来年もよろしくお願い
モ〜しあげます。

○ 印は上記講座開催日。

は施設点検のため１７時で閉館。

ＮＰＯ法人情報
◆センターアクセス→
●営業時間：
火曜日〜土曜日
９：００〜２０：００
●休館日： 日・月・祝
年末年始
施設点検日等
●早閉日は上記参照

お気軽にご連絡下さい。TEL 3840-2331

（平成２０年９月末現在）

●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 １３８団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人 １４７団体
（都認証 １２２ 内閣府認証 ２５ ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数 ５，９９９団体
●全国のＮＰＯ法人認証数 ３５，６５９団体

編集後記
少々早いですが、機関紙は本号が年内最後の発行となり
ます。いつもご購読いただき、ありがとうございます。心より
御礼申し上げます。また、来年も引き続きよろしくお願い申
し上げます。
（む）

FAX 3840-2333

E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

