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ご利用ありがとうございました！平成２１年度ＮＰＯ活動支援センター事業報告
① 平成２１年度の利用状況
●利用者数（のべ） ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･４，５５５人
●「会議室」の利用者数（のべ） ･･ ･･･ ２，９５２人
●「印刷室」の利用者数

･･･ ･･･ ･･･ ･･･５８４ 人

●相談者数（問い合わせ含）

･･･ ･･･ ･･･２４８ 人

●「ロッカー」の利用者団体数

･･･ ･･･ ･･･ ２３団体

●「メールボックス」利用団体数 ･･ ･･･ ･･･ １７団体
●「団体紹介シート」提出団体数 ･･･ ･･･ １１７団体
●講座・イベント受講者数 （のべ） ･ ･･ ･ ･２９９人

◆会議室を利用する団体数が増えました。会議だ
けでなく、各団体の講習会など、事業で利用する
ケースが増加しました。
◆ロッカーを利用する団体が増えました。
◆ＮＰＯ法人を設立したい、ＮＰＯについて知り
たいという相談が多くありましたが、ボランティ
アをしたいという一般区民の相談も多数見受けら
れました。
◆講座は、チラシ講座やプレゼンテーション講座な
ど、各団体の活動にすぐに役立つ内容を多数実施
し、好評でした。

② たくさんのお声をいただきました！今年度も、よりよいセンター運営を目指します！
昨年度、いただいたアンケートに寄せられた声に対するセンターの取組みについて紹介します。

★利用者より★
「団体情報をパソコンで検索できたら便利ではないか？情報発信を高めてほしい」
協働パートナーサイト（http://adachi-kyodo.genki365.net/）がオープンしました。区内活動団体の
紹介から、イベントや会員の募集など最新の情報を閲覧することができます。
「本の貸し出しをしてほしい」
基本的には、館内での閲覧をお願いしていますが、２Ｆ梅田図書館で貸出可能な本もありますので、
図書館に足を運んで下さい。
「館内で軽食をとれるようにしてほしい」
センター入ってすぐのサロンでは、飲み物はＯＫです。（販売も開始しました！）登録団体の方は、ミー
ティングルーム（ロッカーがある部屋）にて、飲食可能です。ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。
★登録団体のみなさんより★
「印刷用紙を当日購入できるようにしてほしい 」
白のみですが、Ａ４・Ａ３の用紙の購入が可能になりました。※原則１団体、 500枚入2冊まで
「中綴じスティプラーを貸出してほしい」「プロジェクター使用時、スクリーンが簡単に取り出せたら便利」
中綴じスティプラーを準備しました。芯は、原則各自ご持参下さい。また、簡単に使用できるスクリーン
を準備しました。少人数での会議などに最適です。ご入用の際には、スタッフにお声かけ下さい。
「メールボックスを貸出すなど、ＮＰＯの事務所を置けるシステムを作ってほしい」
登記は不可ですが、登録団体の方には、私書箱として使えるメールボックスを無料で貸出しています。
その他、ロッカーの貸し出しなども行っております。ご利用の際は、手続きが必要になります。

協働パートナー基金・あだち虹色寄附制度を活用した、助成制度がスタート！
は２面へ・・・

詳しく

足立区 NPO活動支援係より
◆区ホームページに協働パートナー基金
登録団体紹介ページを掲載しました

団体のみなさまにお願い
公益活動げんき応援助成事業は、足立区民の
みなさまからの寄附で支えられています。
あだち虹色寄附制度のひとつである協働パー
トナー基金をひとりでも多くの区民のみなさまに
知っていただくために、足立区としてもPRに力
を入れていく予定です。
ぜひ団体のみなさまからも、「あだち虹色寄附
で協働パートナー基金にご協力ください」など
一言添えていただき、クチコミの輪を広げてい
ただけますようお願い致します！

協働パートナー基金登録団体のみなさまを足
立区の協働パートナー団体としてPRしていきま
す。団体登録はげんき応援助成申請の際にも
必要です。登録がまだお済みでない団体は、ぜ
ひ登録申請してください。お待ちしております。

あだち虹色寄附制度及び協働
パートナー基金に関する情報
は区ホームページに掲載して
おります。

Ｖｏｌ．１２ 足立ほがらかネットワーク
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：会長

添田

善雄さん

聞き手：センタースタッフ

佐藤

「活動のきっかけについて教えてください。」
添田さん：平成18〜20年度に区が実施した「団
塊世代地域回帰推進事業」から発足した各グルー
プのメンバー約30名で発足しました。

昨年度は、区民が足立区の行政サービスを知るきっ
かけとして「足立コンシェルジュ養成講座」を主催
しました。このように、区民と行政のかけはしとな
れることにやりがいを感じます。活動を通じて、各
メンバーが本当にやりたいことや地域課題が明確に
「おもな活動内容について教えてください。」
添田さん：誰もが安心して快適に暮らせる地域を みえてきました。今後は、これまで以上にメンバー
住民がつくっていくことが重要だと考えています。 の力を発揮できる場をつくっていきたいと思います。
そこで、高齢者の生活や身のまわりの困りごとの
お手伝いをしています。これまでは、病院の付き
添いや掃除などの依頼がありました。また、行政
の対応で難しいことも、依頼があれば出来る範囲
で対応をしています。私たちが、行政と連携する
ことで、地域に支えあいの仕組みができ、利用者
へのサービス向上につながります。
その他、シニアに活力を与える活動として、パソ
コン講習や料理教室などを実施しています。自分
たちにとっても地域を知るきっかけにもなってい
ます。
「活動の中で嬉しかった事はありますか。」
添田さん：高齢者の生活や身のまわりの困りごと
のお手伝いは、利用者の家族を手伝うことにもな
ると感じています。

「今後の展望と、区民へのメッセージをお願いします」
添田さん：今後は、独自のホームページを開設して、
充実させていきたいです。
また、活動メンバーと利用者
を増やし、信頼関係を強化し
ていくことで、さらにお手伝
いの機会を増やしたいと思い
ます。昨年のような講座や交
流会も実施していきますので、
多くの方に参加してほしいです。
↑講座の様子

連絡先：TEL:080-1255-8424 月〜土9時〜18時 （事務局）
地域の『安心感の厚み』をつくりたいと、熱く語る添田さん。住
民視点で住民が主体となり活動する意義を改めて実感しまし
た。
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
■ ５月２９日（土）■ 足立の区界を歩く

■ ５月２３・２９・３０日■ ヤゴ救出大作戦

足立区は２３区中３番目に広く、日光街道に代表される
長い歴史を持っています。７回のウォークを通じ、
「足立区」を一周し、今回はその第１回目です。
日時：５月２９日（土）午前１０時〜午後３時
集合場所：北千住駅西口「丸井」前交番
対象：おおむね団塊世代の方、及び関心のある方
定員： ２０名程度 参加費：３００円/名（保険料等）
持ち物：弁当、飲物、参加費
主催・申込先：サザンさわやか倶楽部（担当：中村）
TEL/FAX ０３−３８９６−１０７０
nakamuraa@coda.ocn.ne.jp

プールではとんぼの赤ちゃんが育っています。
大そうじが始まる前にトンボのヤゴを救いだそう！
日時・場所：５月２３日（日）東綾瀬公園プール
５月２９日（土）中央本町プール
５月３０日（日）総合スポーツセンタープール
いずれも午前１０時〜１１時半、雨天決行
持ち物：魚すくい用の網（水あみ）、ヤゴを持ち帰る
入れ物、汚れてもよい運動靴（サンダルは不可）、は
き替え用の靴 ※雨天時は雨カッパ
対象：中学生以下と保護者
参加費：１００円/名（保険料等含む、見学者も）
主催・申込先：ＮＰＯ法人エコロジー夢企画
TEL/FAX ０３−３８８６−６５５４ info@ecoyume.net

■ ５月３０日（日）■ バザー＆移転先お披露目
日時：５月３０日（日）午前１１時〜午後２時
場所：足立区一ツ家３−２−１６ ピア・さくら
内容：高次脳機能障害の紹介、ディサービスの紹介
喫茶コーナー、日用品・手作り品の販売
押し花はがき体験コーナー
問合：ＮＰＯ法人足立さくら会（ピア・さくら）
(月・火・木・土の１１時〜３時) ０３−５８５６−５７２４

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？イベントや講座などの情報、ボランティアやス
タッフの募集情報など、センターまでご連絡下さい！
TEL：03-3840-2331 FAX：03-3840-2333
Mail：npo-sc@adachi.ne.jp

教えて先生！ＮＰＯマネジメント
Ｑ．質問：子育ての活動に取り組むNPO法人です。３月末で、役員の任期が終わりました。
そこで、役員の変更手続きを行いたいのですが、どのような手続きが必要なのか教えてください。
また、今回役員のほとんどが入れ替わる事を機会に、より機動的な団体の運営ができるようにしたいと考えています。
これまでは、各決定事項を総会の議決としていましたが、それ以外にどのような方法があるか教えて下さい。運営方
法を変える際のポイントと必要な手続きについてもお願いします。

Ａ．回答： 足立区ＮＰＯ専門相談員

行政書士 清水 良満先生
役員変更の手続きは、新任と再任により提出する書類が異なります。東京都では新任の場合、①役員
の変更届出書（第３号様式）②就任承諾書及び宣誓書（書式第２号）の写し③住民票の写し等が必要に
なります。再任の場合は、①のみを提出します。
そして、前記のような役員変更が生じた場合、主たる事務所所在地においては２週間以内、従たる事務
所所在地においては３週間以内に登記申請をする必要があります。登記申請書に、①社員総会議事録
②定款③ＯＣＲ用紙（管轄法務局がコンピューター庁の場合）④就任承諾書（就任の場合。辞任の場合
は辞任届。）を添付して申請するのですが、①に就任を承諾する旨の記載があれば、④の添付を省略す
ることが可能です。但し、「議事録の記載を援用する」と登記申請書に記載するのを忘れないでください。
また、監事は登記事項ではありませんが、所轄庁への役員変更届は必要になるのでご注意ください。
ＮＰＯ法人として、より機動力を高めて運営を行いたい場合には、総会の議決事項を理事会へ委譲す
るという方法があります。但し、全ての権限を理事会へ委譲することはできません。①定款の変更②解散
③合併については社員総会の議決事項として法で定められています。また、①事業報告及び収支決算
②役員の選任又は解任③会員の除名などはそのまま総会の議決事項としておくのがいいでしょう。
必要な手続きとしては、所轄庁へ定款変更の認証申請を行います。以下、所轄庁の変更を伴わない場
合の認証申請について記載します。所轄庁が東京都であれば、①定款変更認証申請書（第４号様式）
②定款変更を議決した社員総会議事録の謄本③変更後の定款（③のみ２部必要）を提出します。設立
認証の時と同様に、２ヶ月の縦覧を経て４ヶ月以内に認証されます。認証を受けた後は遅滞なく、変更後
の定款を閲覧用として１部、東京都へ提出してください。

専門相談は、団体運営の強い味方です！お気軽にご相談ください。 ※完全予約制

新着助成金情報
◆明治安田生命保険相互会社
「愛の声かけ配食運動」

◆「新しい世紀の社会づくり」をテーマ
とした市民活動助成

市民参加型食事サービス活動への助成です。

高齢者を対象とした市民活動 への助成です。

《対象》

《対象》 １件当り100万円

①市民活動食事サービス事業を始める
ための活動立ち上げ資金の助成、②食
事サービスを行うボランティア団体もしく
は非営利団体の備品を購入するための
助成、③その他
《募集期間》平成２２年６月３０日（水）必着
《詳細》 全国老人給食協力会事務局

ＴＥＬ 03-5426-2547
http://www.mow.jp/

★２０１０年版 「NPO・市民活
動のための助成金応募ガイド」
もセンターにて閲覧できます！

①高齢者が活動する市民活動団体、
②高齢者の医療・保健・福祉、まちづくり
等、高齢者を対象とする市民活動を行う
団体
《募集期間》平成２２年７月３０日（金）必着
《詳細》 財団法人ユニベール財団

TEL 03-3350-9002
http://www.univers.or.jp/top.html

★センターにて助成金につい
ての相談 も受付けております。

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！〜
★メルマガ申込みは⇒⇒ E-mail npo-sc@adachi.ne.jp
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【１】『先客万来のチラシ講座』
思わず手にとるチラシづくりの極意を学び、
実際に作成する講座。専門家の添削つき！
●日時 ６月９・１６・２３日（全３回）
いずれも水曜
午後６時３０分〜２時間程度
●対象 区内で活動する団体の方
●講師 編集者・デザイナー
●定員 １５名（先着・ ６月５日（土）
まで、定員になり次第締切）
【２】 あだちＮカレ〜
『地域を幸せにするＣＢ講座』
地域課題を解決し、地域を幸せにする『コ
ミュニティビジネス（ＣＢ）』について学
び、ビジネスプランを作る講座
●日時 ６月１２・１９日（全２回）
いずれも土曜 午前１０時〜正午
●対象 区在住・在勤・在学の方
●講師 宮本諭氏（ＮＰＯ法人コミュニ
ティビジネスサポートセンター）
●定員 １５名（先着・ ６月９日（水）
まで、定員になり次第締切）

【３】あだちＮカレ『ＮＰＯ法人設立編』
ＮＰＯ法人設立のための準備や申請書類の
作成など事例を通して学ぶ講座
●日時：７月１０、１７、２４日
（全３回）いずれも土曜日
午前１０時〜正午
●対象：ＮＰＯ法人設立を検討している方
●講師：センタースタッフ
●定員：１５名（先着・ ７月７日（水）
まで、定員になり次第締切）

〈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。

＜臨時休館のお知らせ＞
７月20日（火）は、施設整備のため
臨時休館となります。ご理解ご協力
のほどよろしくお願いします。

◆講座は参加費無料。会場は、いずれもNPO活動支援センターとなります。
◆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２２年３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
163団体
（都認証 133
内閣府認証 30 ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数
6,494団体
●全国のＮＰＯ法人認証数
39,734団体

●早閉日は上記参照

寒暖の差が激しい日が続きましたが、ようやく過ごしやすい
気候になりましたね。何かを始めるきっかけには、とても良
い時期かもしれませんね♪そんな時は、ぜひ当センターを
ご活用ください。（さ）

編集後記

