ＮＰＯとあなたの地域の応援マガジン 第４０号
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事業報告会のお知らせ
協働推進課からのお知らせ
ＮＰＯ訪問記
区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
専門相談員にきく ＮＰＯマネジメント
新着助成金情報ほか
Ｈ２２年１月〜Ｈ２２年３月センター主催の講座・イベント

発行・編集 足立区ＮＰＯ活動支援センター
〒123-0851 足立区梅田7-13-1
ＴＥＬ：3840-2331 ＦＡＸ：3840-2333
Ｅmail： npo-sc@adachi.ne.jp
ＵＲＬ：http://www.city.adachi.tokyo.jp
開館：火曜日から土曜日
午前９時〜午後８時（月末は５時まで）
（祝日・年末年始は休館）
担当所管 足立区 協働推進課
電話 03-3880-5020

★
★ ３月２０日開催
３月２０日開催 ★
★ ＮＰＯ入門講座、センターの事業報告会＆同窓会のお知らせ
ＮＰＯ入門講座、センターの事業報告会＆同窓会のお知らせ
平成２２年３月２０日（土）に、センターをご利用いただいたみなさまに今年度のセンターの事業について
ご報告をする事業報告会を実施します。
また、ＮＰＯについてよく分かるＮＰＯ入門講座、センターの講座の受講生と区内で活動する団体を対
象としたＮＰＯ活動支援センター同窓会を同時開催いたします。
今年のセンター・来年のセンターについて知りたい方、ＮＰＯについて知りたい方、センターの利用者
に活動をＰＲしたい団体の方々、センタースタッフに活動について質問をしたい方や団体の方々、新た
な仲間づくりがしたい方、みなさまお誘い合わせの上、お越しください。
みなさまのお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております！

日 時： 平成２２年３月２０日（土） 第１部 １１時〜正午 第２部 １時３０分〜３時

内 容： 第１部：よく分かる「ＮＰＯ入門講座」
第２部：センター事業報告と同窓会
参加費： 無料

昨年の事業報告会
＆交流会の様子←

会 場： ＮＰＯ活動支援センター会議室

申込み：住所・氏名・（あれば所属団体名）・年齢・電話番号・（あれば）ＦＡＸ・メールアド
レスをセンターまでご連絡ください（電話、ＦＡＸ、メールにて） 。
※ 団体、個人の方問わず、現在困っていること、相談したいこと、分からないことをセンター
スタッフに相談できます。ご意見、ご要望も大募集！
※ 参加団体は、活動を紹介するチラシやパンフレットを事前にセンターに郵送してください。
※内容が変更になる場合もございますので、お申込いただいた方、講座を受講された方やセン
ター利用団体には後日詳しいお知らせをさせていただきます 。

今年度からスタートした、あだち協働パートナーサイトをご活用ください！ 詳しくは２面へ

協働推進課より 「あだち協働パートナーサイト」 を活用＆利用しよう！
このサイトは、区民との協働を推進するために、区民や区民活動団体、行政、企業などが、ｗ
ｅｂ内の協働プラットフォームで情報発信・情報交換できるように設計しました。
今後は、さまざまな分野で活躍する市民活動団体の情報拠点として、また、「足立区の協働事
例や社会貢献関連情報」を区民に分かりやすく公開し、協働への理解を深めてもらうため活用し
ていきます。団体のみなさんは、活動へのボランティア参加のよびかけにも利用できます。

センター登録団体のみなさま ⇒ 団体の情報が入力されています。内容のご確認を！
区民のみなさま ⇒ 今後、最新情報をどんどんＵＰ予定！ぜひ定期的にご覧ください。

まずは、協働パートナーサイトへアクセス＆定期的にチェックしよう！
サイトのアドレス http://adachi-kyodo.genki365.net/
足立区ＨＰからも 区民参加＞協働＞「協働パートナーサイトをご活用ください」をクリック！
団体独自のホームページへのリンクや団体自らがログイン
して書き込みもできるようになっています。協働パートナー
サイトの運営は協働推進課が行います。会員団体の登録、掲
載情報の訂正やご意見などは下記担当までお寄せください。
足立区政策経営部協働推進課

担当：坂田

みなさんのア
クセス、お待
ちしてます！

電話03-3880-5020

Ｖｏｌ．１１

メール

npo@city.adachi.tokyo.jp

安心キャラバンあだち

このコーナーはＮＰＯ活動支援センターのスタッフが、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：代表

阿部

栄子さん

「活動のきっかけについて教えてください。」
阿部さん：区内には障がいのある方が大勢暮らし
ていますが、見た目で判りづらい知的障がい 等は
理解されにくく、本人、その家族と地域住民、お
互いが不安を抱えて生活するこ とがあります。
日々の生活に即した安心して暮らせるネットワー
クが必要なことを実 感しました。そこで、子ども
の学校のＰＴＡ仲間が中心となり、行政のサービ
スとは 異なる、母親ならではの気づきの視点で何
かできるのではないかと活動を開始しまし た。
「おもな活動内容について教えてください。」
阿部さん：他地域ですでに活動をしている方から
の応援などもあり、まずは、何ができるのか集
まって考える勉強会からはじめました。現在は、
親たちの学習会や地域でのキャラバン活動を通じ
て理解を深めたり、考えるきっかけづくりをして
います。先日は、安心学習会（全３回）を実施し、
参加者とトラブルの現状と予防法などを考えまし
た。私たちが「教える」という立場ではなく、一
緒に勉強する・情報提供するという考え方で活動
しています。
「活動の中で嬉しかった事はありますか。」
阿部さん：学習会終了後の意見交換で、参加者の
抱えている困り事を共有したり、それが今後の活
動のヒントにもなるという事に驚きました。

聞き手：センタースタッフ 佐藤

その他、ある保育園に出向いたとき、先生方も協力
的で「定期的にきてくれたら。」という言葉がとて
も嬉しく次の活動のやる気になっています。私たち
の事を、地域にこんな人がいたなと将来子どもの心
に残っていてくれたらと思います。
「今後の展望と、区民へのメッセージをお願いします」
阿部さん：みんなが安心安全に暮らせるまちを、自
分たちのペースで少しづ
つ形にしていきた いです。
現在、携帯できるサポート
ノートづくりをしてます。
当事者向けや小学校などへ
のキャラバン活動も始めま
す。今年は権利擁護のため
の活動にも力を入れたいと
考えています。
これからも、たくさんの ↑みんな集中して聞いています！
方と連携し活動していき
たいと思っているので、区民のみなさん、応援をよ
ろしくお願いします！
連絡先：TEL090-2210-8093（安心キャラバンあだち阿部）
『準備から運営まで、メンバーが自発的に役割分担』
『無理なく、活動を続けるために、いろいろな関わり方があっ
て良い』という阿部さんの言葉から、仲間と同じ目的を持っ
て地道に活動を続ける秘訣を感じました。みなさんの団体
はいかがですか？
ｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌ：佐藤

会議室の予約が増えています。利用したい日にちが決まったら、早めにセンターに連絡を！

団体イベント情報 センター登録団体の情報発信スペースです。掲載希望の方はご連絡下さい
■ ２月１１日（祝） ■ 狂言で舞い遊ぶ

■ ３月２８日（日）■ ふぁみりぃ・コンサート

２１世紀ＡＤＡＣＨＩ芸術文化共同制作プロジェクト
《狂言》〜遊びをせんとやＰＡＲＴ４〜 おとぎ話のアレやコレ？
【日時】２月１１日（祝）１４時開演（１３時半開場）
【場所】ギャラクシティ西新井文化ホール
【入場料】全席指定１，０００円
【主催】歓喜の演実行委員会・足立区演劇連盟・
足立区合唱連盟・足立区生涯学習振興公社
【チケット販売】ギャラクシティ、生涯学習センター、庁舎ホール
【問合せ】文化事業課03-3850-7931

障がいのある子もない子も、楽しい時間を過ごしましょう！
【内容】子どもの元気なダンスステージやピアノ、お話など

■ ２月１２日（金）・３月２８日（日）■
足立コンシェルジュ養成講座
区や専門家集団と連携 し、地域の困り事・相談事の窓口へ橋
渡し、情報提供のお手伝いをする案内人を養成します。
【日時】
①２ ／１２（金）午後1時30分〜5時 於：ＮＰＯ活動支援センター
区の情報伝達と相談体制各部課担当者による解説
②３ ／２８（日）午前9時〜午後5時
バス視察 区内の各施設、機関、名所旧跡の見学
【参加費】①1,000円④3,000円
【申込・問合せ】足立ほがらかネットワーク 担当：福田
TEL 03-5681-5920 fukuda-kenji@hotmail.co.jp

【日時】平成２２年３月２８日（日）
１３：１５〜１４：３０（開場１３時）
【場所】梅田地域学習センターLソフィア４階ホール
【入場料】無料
【主催】ＮＰＯチャイルド・パフォーマンス−Ｔｒｙ−
【問合せ】池下（ＦＡＸ03−3858-6612）

掲載希望の
情報募集中！
あなたの団体にも、発信
したい情報はありませんか？
情報をお寄せ下さい！
TEL：03-3840-2331
FAX：03-3840-2333
Mail：npo-sc@adachi.ne.jp

今年もよろしく
お願いします！

教えて先生！NPOマネジメント
Ｑ．質問：区内で子育て支援に取り組むNPO法人です。連続講座を母親向けに開催した際、託児を
実施しました。その際、保育ボランティア一人づつに1,000円をお支払いしましたが、経理上、謝
金として処理すべきか、交通費として処理すべきか迷っています。ちなみに1,000円の設定理由は
交通費弁償として適当な額だと考えてです。源泉所得税の預かりはしませんでした。

Ａ．回答：足立区ＮＰＯ専門相談員 税理士 石田 英夫 先生
税法上は「謝金」や「交通費」として支払われた金銭でも、その労務の提供の種類によって「雇用契約」、
「委任契約」、「請負契約」に区分され、源泉徴収の必要性が異なります。
「雇用契約」＝時給、日給、月給をもとに計算されるのであれば給与として源泉徴収が必要です。
「委任契約」「請負契約」＝特定の業務処理や、仕事の完成を受ける場合には、源泉徴収の対象となる報
酬・料金等に該当する場合（たとえば、講演料や原稿料、弁護士等への謝礼等）のみ源泉徴収が必要で
す。ご質問の場合の謝金を給与として日給を支給したと考えた場合の源泉徴収税額は、源泉徴収税額表
の日額表が適用されます。ただ、日々雇い入れ、継続して２か月を越えない場合には、日額表の丙欄が
適用され日給９，３００円未満の源泉所得税額は０円となります。
なお、収入の計上時期として、４月に入金予定の今年度分の事業収入は、今期の決算の事業収入に計
上しなければなりません。この取引は現金預金の出納を伴わないため、決算仕訳として合計残高試算表
に加算します。
（仕訳）
借
方
貸
方
未収入金 1,000,000
事業収入 1,000,000
未収入金は、貸借対照表および財産目録の資産の部に計上されます。事業収入は、収支計算書の収入
の部の事業収入に計上されます。翌期４月の入金時には、事業収入ではなく、未収入金を回収した経理
処理をします。
（仕訳）
借
方
貸
方
現金預金 1,000,000
未収入金
1,000,000
現金預金、未収入金とも貸借対照表上で金額が増減しますが、収支計算書には影響しません。

専門相談の申込は、センターまで ⇒ TEL ０３−３８４０−２３３１ （日・月・祝休）

新着助成金情報
◆（社）全互協第11回社会貢献基金助成公募
【応募対象】
全国で指定の条件を満たす、非営利組織又は大学、
研究機関（個人も可）
【対象事業】
①研究助成事業
②高齢者福祉事業
③障害者福祉事業
④児童福祉事業
⑤環境・文化財保全事業
⑥国際協力・交流事業
【助成金額】1件あたり上限200万円
【申込期間】平成２１年10月1日〜平成２２年2月末日
【詳細】社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
http://www.zengokyo.or.jp/social/index.html
助成金の詳細は、各募集先にお問合せください。
メールマガジンでも定期的に発信中！
〜メルマガ購読者募集中！〜
★申込みは⇒⇒ E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

区役所２階協働プラットフォーム情報
団体ポスター掲示情報

※区役所中央館エスカレーター上

【１月（~２/３）】 足立区演劇連盟

足立区マンション管理組合ネットワーク
【２月（予定）】 NPO法人アジア・レインボー

NPO法人アイ・サポート
センターに登録している団体は、協働プラットフォームにパン
フレットやチラシを設置できます。センターにご持参、ご郵送
ください。※ご自分での設置はできません。

センターからお知らせ
団体の皆様にご利用いただいているメールボックスが、
サロンに移動しました。
●センターに来館した際は、必ず中をご確認ください。
※郵送物やチラシなどが入っている場合があります。
●紙などをいれている団体は、紛失防止のためにロッカーへ
（ロッカーをお持ちでない団体は、センターにて有料で
貸出しております。ご利用ください!）

センターイベントカレンダー・法人情報
2010年 1月
日 月 火 水 木 金
11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
2010年 2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
2010年 3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

【１】あだちＮカレ〜ＮＰＯ法人役員
土 変更編『役員の役割と責任の再検証』
16 ●日時：１月３０日（土）午前１０時〜正午
23
●対象：区内ＮＰＯ法人役員・事務担当者
30
○

●内容：ＮＰＯ法人の役員（理事・監事）の
役割と責任について解説。変更手続きの
ノウハウと申請書類の作成などを学ぶ。
●定員： １０名（グループ参加可）

土
6
13
○ 【２】あだちＮカレ
20
○ 『ＮＰＯ法人設立編（３日制）』
27
○

●日程：２月１３、２０、２７日
※いずれも土曜日、午前１０時〜正午
土 ●対象：ＮＰＯ法人設立を検討している方
6 ●定員：１５名（グループ参加可）
13 ●内容：ＮＰＯ法人設立のための準備や
20
○ 申請書類の作成など事例を通して学ぶ。
27
①２／１３『ＮＰＯ設立へのはじめの一歩』
法人の制度概要や事例、継続できる活動
の基本を学び、組織図・事業計画の作成

②２ ／２０『ＮＰＯ法人設立申請書作成』
前回の作成した組織図・事業計画を元に
設立申請書の作成方法を伝授
③２ ／２７『設立申請書添削ワーク』
小グループに分れて、設立申請書の添
削をセンタースタッフが行う
【３】事業報告会＆同窓会
●日時：３月２０日（土）
●内容：ＮＰＯ入門講座、センターの講座
の受講生と区内で活動する団体を対象
としたＮＰＯ活動支援センター同窓会
詳細は、１面へ⇒⇒⇒
〈申込方法〉
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（持っている方
のみ）・講座名を、ＮＰＯ活動支援セン
ターまで連絡してください。

◆会場は、いずれもNPO活動支援センター。
◆赤字は休館日、 は施設点検のため１７時で閉館。 ○ 印は上記講座開催日。

◆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

ＮＰＯ法人情報
（平成２１年１１月末現在）
●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人１５０ 団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人
１６２団体
（都認証 １３２ 内閣府認証 ３０ ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数
６，４１２団体
●全国のＮＰＯ法人認証数
３８，８０６団体

●早閉日は上記参照

年末年始は、いかがでしたでしょうか。センターも、スタッフ
総出で大掃除を決行！リニューアルしたセンターで、スタッフ
一同、新たな気持ちで皆さんをお待ちしております♪ぜひ、
ご来館下さい。本年もよろしくお願いいたします。（さ）

編集後記

