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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（梅田図書館1階）
ＴＥＬ：03-3840-2331 ＦＡＸ：03-3840-2333
Ｅmail： npo-sc@adachi.ne.jp
ＵＲＬ：http://adachi-kyodo.genki365.net/
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 区民課 NPO活動支援係
電話 03-3880-5020

足立区公益活動げんき応援事業助成金 交付団体決定！
協働パートナー基金審査会にて、応募数11事業のうち8事業が採択され、助成金交付が決定しました。
◆げんき応援コース（７団体決定／７団体申請）
No.
1
2
3
4
5
6
7

団体名/事業名
足立サンソの会
「呼吸器機能障害の普及啓発、障がい者の自立促進」
特定非営利活動法人千住ウェスト
「スポーツダンス交流会」
足立区演劇連盟
「自分新発見！ドラマレッスンPARTⅡ」
特定非営利活動法人アイ・サポート
「夏の終わりのミニコンサート」
特定非営利活動法人足立区ろう者福祉推進合同委員会
「地域活動支援センター「足立区デフケア・クローバー」報告書NO.2作成」
足立ほがらかネットワーク
「就職に役立つ！接遇・電話応対スキルアップ講座」
団塊綾瀬ネットワーク「だんだん」
「団塊世代地域デビュー応援及びこども世代への健全な遊びの伝承」

総事業費

交付希望額

230,000円

50,000円

450,000円

50,000円

81,750円

50,000円

95,000円

50,000円

480,000円

50,000円

306,000円

50,000円

86,000円

50,000円

◆ステップアップコース（１団体決定／４団体申請）
No.
1

団体名/事業名
総事業費
交付希望額
特定非営利活動法人つばさの会
804,000円
500,000円
「障がい者における身体運動プログラム」
詳しい団体情報や事業内容については「あだち協働パートナーサイト」をご覧ください。

■ 第二期募集■ 申請受付始まります
助成を希望される団体は期間中に申請書類をご提出
ください。なお、事前相談を済まされていない団体
は、予約の上、お早めに窓口までお越しください。
期間：9月27日（月）～10月8日（金）
平日 午前9時から午後5時まで
場所：足立区役所中央館2階ＮＰＯ活動支援係窓口
予約：03-3880-5020（係直通）
※募集要項及び申請書類は区ホームページまたは
協働パートナーサイトからご覧ください。

★あたたかい寄附で
ふるさと足立の公益活動を応援してください！
あだち虹色寄附制度（ふるさと納税）の一つである
「協働パートナー基金」では、区内団体の公益活動
への寄附を募っています。個人は５千円以上の寄附によ
り税控除、法人は寄附金額の全額を損金参入できる優
遇があります。
ご寄附をお考えの方はお気軽にお電話ください。
問合： 03-3880-5020 （係直通）

団体ポスター掲示情報 【 区役所中央館２階「協働プラットフォーム」】
【９月】 ＩＴ支援センター、日本バトントワリング協会
【１０月（１０/６～）】楽学の会、忠臣蔵を守る会

＜2面＞あだち地域デビュー大学２０１０ １０月開講決定！

足立区区民課ＮＰＯ活動支援係より
あだち地域デビュー大学２０１０ １０月開講決定！
「退職後、何しようか？」「これからは地域のために何か
貢献していきたい……」
そんな第２の人生を模索されている大人世代向けの
講座が始まります。
講座では、地域活動を開始している先輩の実例を学
んだり、実際に活動を体験してみるなど、具体的な一
歩を踏み出せる内容を予定しています。同世代の仲
間と一緒に、学生時代の青春を思い出し、楽しく学び
ながら、地域デビュー始めませんか？
【申込方法】
電話・Ｅメールで、まずは「入学式参加」を、ＮＰＯ
活動支援係まで連絡してください。10月12日（火)必着
となります。
電話：03-3880-5020
Eメール：npo@city.adachi.ne.jp

あだち協働パートナー基金
新規登録団体のご紹介

【講座カリキュラム（予定）】
■10月16日（日）：入学式＜ガイダンス＞
■専門課程
10月31日（日）：定年後のライフスタイル
11月14日（日）：団塊世代グループに学ぶ
11月28日（日）：定年後のゆるやか起業のススメ
2月6日,13日（日） ：私に何ができるだろう１・２
■教養課程
11月初旬（平日） ：荒川の自然観察+クリーン
ボランティア体験
12月5日,12日（日）：ＩＴを使ってみよう１・２
1月16日（日） ：地域を歩こう＜千住歴史巡り＞
時期未定
：農業体験をしよう
■2月20日（日） ：卒業式
※内容や日程は変更になる場合があります。

・ 特定非営利活動法人レスポワール

げんき応援助成金の申請には、基金の団体登録が必要です。登録を希望される団体はＮＰＯ活動支援センターまで。

Ｖｏｌ．１４ 和シネマ
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。今回は、ＮＰＯ活動支援センターの講座をきっかけに、
足立区内で100人規模の映画の上映会を成功させた方を取材しました。３面団体イベント情報もご覧ください！

お話を聞かせてくれた方：代表・岡井

和弘さん

聞き手：センタースタッフ

増子

◎活動のきっかけについて教えてください。

◎活動の中で嬉しかった事はありますか。

岡井さん：効率化が進んだり、教訓にしなくてはならない
歴史がどんどん忘れ去られていく現代に対して、問題意
識がずっとありました。もともと映画が好きという訳ではあり
ませんでしたが、そのような問題をみんなと一緒に考えた
い、そのきっかけとして映画がいいのでは？という思いは
ありました。そこで、平成19年にNPO活動支援センターが
実施した、市民映画館を運営しているNPO法人市民シア
ター・エフの竹石さんの講座を受講しました。

岡井さん：映画を一緒に観た人やつくり手などと会話すること、
様々な人と出会いつながっていくことが本当に面白い。それと、
上映会のあとに、観客の方が映画の感想や想い出などを語っ
てくれるとやっぱりうれしいですね。

その後、映画をたくさん観たり、いろいろな会合に参加し
たり、上映会などを実践している団体などを手伝ったりし
てきましたが、今年6月、７月、８月に連続上映会を実施し
ました。７月と８月の上映会は、区の後援をもらうことができ、
7月に上映した「ひめゆり」（会場：エルソフィア）では１１０
人、8月に上映した「二十四の瞳」（会場：竹ノ塚地域学習
センター）では１７２人が来てくれました。

◎おもな活動内容について教えてください。
岡井さん：自分が生きた時代をテーマにした映画の上映
会が主な活動です。共感してもらえる映画を上映するため
に、情報収集したり、仲間と一緒に映画を観たりしながら
企画を進めます。また、映画の上映会を実施したい団体
をサポートするような活動も行っています。例えば、目の不
自由な方々をサポートしている団体の上映会をサポートし
た実績があります。

◎今後の展望と、区民へのメッセージをお願いします。
岡井さん：区内外の映画好きや、足立の個人商店の方々との
ネットワークなどもどんどん広がっています。そのネットワークを
活かして、映画という文化を共有したり、人が交流したり、区内
で商売をしている人や活動している団体がＰＲできるような「場」
を提供できる「地域映画館」を足立につくることができたらと思っ
ています。
足立でいつでも映画を観れるよう
な環境を一緒につくりましょう！
上映会の企画や、実施までの
過程を中心になって回してくれる
スタッフも大募集しています。
ぜひ連絡をください！

連絡先: 和シネマ(かずシネマ)岡井 和弘 ↑上映会での
座談会の様子
TEL：090 -1259-3930
メール： mh4cv3@bma.biglobe.ne.jp

印刷室・会議室の利用が増えています。必ず事前のご予約をお願いします！

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。
■ ９月２５日（土） ■ 高次脳機能障害セミナー

■ １０月１９日（火） ■ お葬式セミナー開催

日時：9月25日（土）13：00(開場) 13：30～16：00
場所：あしすと5階 参加費：無料
講師：表参道こころのクリニック院長 中村俊規先生
主催：あしすと 問合：足立さくら会 TEL 03-5856-5724

お葬式に関する正しい情報の提供
日時：10月19日（火）14：00～ 16：00
場所：千住ミルディス1番館10階講義室2
参加費：無料 定員30名
問合せ：ＮＰＯ法人全国葬送支援協議会 足立支部
TEL 03－5813－1525

■ ９月２５日（土） ■ うたごえ喫茶
みんなで歌えば楽しさも2倍！！
日時：9月25日(土） 14：30（開場） 15：00（開演）
会場：ピガール（足立区役所１４階）
参加費：1,000円（ワンドリンク付） 定員:150名（先着順）
申込・問合せ ：あだち団塊ネット「サエラ」 （小林）
TEL 080-1116-4881

■ ９月２８日（火） ■ 上映会「アフガンに命の水を」
ペシャワール会26年目の闘い。映像による学習と交流会。
日時：9月28日（火） 17：30～ （映画56分、交流会60分）
場所：足立区ＮＰＯ活動支援センター会議室
定員・参加費：30名・300円（高校生以下無料） ※要予約
主催：和シネマ（岡井）
TEL 090-1259-3930

■ １０月１０日（日） ■ からしだねフェスティバル
社会福祉法人からしだね主催（うめだ「子供の家」、青井保育
園、うめだ・あけぼの学園合同開催！）。模擬店、バザー、作
品展示など。
日時：10月10日(日） 10：00～14：00
会場：うめだ「子供の家」、うめだ・あけぼの学園、青井保育園
申込・問合せ ：うめだ・あけぼの学園 TEL 03-3848-1190

■ １０月３０日（土）■ 忠臣蔵の真髄を味わう
忠臣蔵講座第一弾 史実と伝統芸能の夕べ
日時： ：10月30日（土） 18：00～
場所：両国シティコア・コミューンｘ（カイ）
JR両国駅2分
参加費： 2,000円（ドリンク・切腹最中付）要予約
講師：(財）中央義士会 中島康夫氏
講釈師：田辺一鶴の弟子 若林鶴雲氏
問合： ＮＰＯ法人忠臣蔵を守る会 世話人（若林）
TEL/FAX 03-3430-3591
Eメール：kaku-un@nifty.com

■ メールマガジン発刊！■ 楽学の会
当会は、学習支援ボランティアによる講座等を多数開催して
います。講座等の開催情報を、学びたい区民の皆様に、で
きるだけ早く、直接にお知らせするメールマガジン（楽学メル
マガ）を発行。2回/月程度の頻度で、第1号を9月初旬に発
行の予定。登録は無料、その後も費用は一切掛かりません。
ＮＰＯ法人楽学の会 ホームページより登録できます。
http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/

教えて先生！ＮＰＯマネジメント
Ｑ．質問：環境保護活動をしている（代表のいる）任意団体です。今度、行政から課税となる委託事業を受託
する可能性が出てきました。どのような税金を納める可能性が出てくるのでしょうか。納税方法も教えてく
ださい。

Ａ．回答： 足立区ＮＰＯ専門相談員 税理士 河村 昌彦先生
今回、ご質問を頂きました代表者のいる任意団体については「（法）人格のない社団等」と言
うものに該当し、税法上は法人とみなされるため法人税の適用範疇となります。なお、定款、会
員総会等で代表者の定めを明確にしていない場合には個人への所得税の課税も考えられますので
ご注意ください。
行政から収益事業となる事業を受託している場合、上記のとおり法人税の申告納税が必要とな
りますが法人税の申告及び納税は、いずれも原則として事業年度(人格のない社団等についての事
業年度は、定款等に定めた会計期間を届け出た場合はその会計期間、届け出ていない場合はその
年の1月1日から12月31日)終了の日の翌日から2カ月以内に納税地の税務署長に対し行うこととさ
れています。（消費税につき課税事業者に該当する場合も同様です。）
また、法人税以外にも地方税の申告納税もしなくてはなりません。収益事業により生じた所得
につき法人住民税、法人事業税の申告及び納税義務が生ずることとなります。その他、収益事業
を行う場合は任意団体であっても法人住民税の一つである均等割（最低年7万円）が生じることに
なります。なお、これら地方税の納付の期限は法人税の納期限と同じです。
最後に申告書を期限内に提出できなかったり、申告書に記載した税金を納付できなかった場合
には無申告加算税、延滞税等のペナルティが課されます。ついては早くからの決算手続準備をお
勧めいたします。

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
◆地域資源活用イノベーション創出助成金 申請説明会
地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデア
に溢れたビジネスプランに、東京都が助成金を出しま
す。申請書づくりのサポートや事業へのハンズオン支
援を、NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター
が行います。
詳細は http://cb-s.net/ をご覧ください。
【対象】東京都内のNPO団体、事業所、創業予定者
【問合】NPO法人コミュニティビジネスサポートセン
ター TEL 03-5259-8091
◆味の素「食と健康」国際協力支援プログラム
「食・栄養・保健分野の国際協力」の現地活動支援を通
して、開発途上国の人々の生活の質の向上を目指す助成
プログラムです。
【掲載サイト】http://www.ajinomoto.co.jp/company/
kouken/global/ainkoubo.html
【応募期間】2010年9月1日～10月20日
【申込・問合】味の素「食と健康」国際協力ネットワー
ク ain2011@ajinomoto.com

◆2011年度公募助成 ～環境市民活動を支援します
セブン-イレブン店頭に寄せられた市民（＝お客様）から
の募金で、地域の市民の環境活動を支援する助成制度。
【掲載サイト】
http://www.7midori.org/josei/index.html
【対象】応募期間：2010年10月1日～11月30日
【申込・問合】一般財団法人セブン-イレブン記念財団
TEL 03-6238-3872
◆平成23年度カーボンオフセット年賀寄附金配分事業
カーボンオフセット事業助成プログラムと地球温暖化防
止活動事業助成プログラム
【掲載サイト】http://www.post.japanpost.jp/
kifu/carbon/applications.html
【応募期間】2010年10月１日～11月30日
【申込・問合】年賀寄附金事務局
TEL 03－3504－4401

センターイベントカレンダー・法人情報
2010年9月
日 月 火 水 木 金 土
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

○

2010年10月
日 月 火 水 木 金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

※申込・問合は、センターまでご連絡ください。

【１】団体お助け講座「任意団体を法人化するには」
任意団体をつくること、任意団体をNPO法人化すること
について学ぶ講座
●日時 9月24日(金) 18:30～20:00
●対象 個人・任意団体でＮＰＯ法人資格取得を検討
している方
●講師 足立区ＮＰＯ専門相談員 清水良光先生
●定員 15名（先着・定員になり次第締切）

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、ＮＰ
Ｏ活動支援センター
まで連絡してください。

○
○

【２】あだちＮＰＯカレッジ～
『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
2010年11月
●日時 10月9・16日(土)（全2回）
日 月 火 水 木 金 土
いずれも土曜 10:00～12:00
1 2 3 4 5 6
●対象 区在住・在勤・在学の方
7 8 9 10 11 12 13
●講師 黒川照太氏（NPO法人コミュニ
★臨時休館のお知らせ★
14 15 16 17 18 19 20
ティビジネスサポートセンター）
2010年10月29日（金）は、梅田
21 22 23 24 25 26 27
●定員 15名（先着・ 定員なり次第締切）
図書館が全面停電のため、セ
28 29 30
ンターも臨時休館となります。ご
注意ください。
◆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、 □ 印は施設点検のため１７時で閉館。 ○ 印は上記講座開催日。

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

（平成２２年７月末現在）
●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 149団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人
163団体
（都認証 132
内閣府認証 31 ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数
6,594団体
●全国のＮＰＯ法人認証数
40,510団体

編集後記
９月に行ったポスターセッションで「楽学の会」と「忠臣
蔵を守る会」がポスターを作成しました！写真や絵をたくさん
使ってとてもお洒落です。１０月には区役所中央館２階「協働プ
ラットフォームに飾ります。ぜひ立ち寄ってみてくださいね。（小
星）

【区内ＮＰＯ団体のみなさんへ】 この講座に注目！「任意団体がＮＰＯ法人化するタイミング」

