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１面／彩の国市民活動サポートセンター ＮＰＯ相談コーナーからのお知らせ

事務局から
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災、および津波によって甚大な被害を受けられた方々に
心からお見舞い申し上げます。
阪神淡路大震災を契機に成立した NPO 法。奇しくも昨年８月『災害時における応急対応、復旧、復興の取
組み』というテーマで勉強会を開催しました。図らずもその≪災害≫が現実に起きてしまったことを、言葉に
ならない思いで受け止めています。そして、現在 NPO をはじめとしてボランティア団体あるいは個人での支援
活動が行われています。
また、埼玉県でも県内の各所で被災者の方々に避難場所の提供と支援をしています。私たちは一人の人間と
して、一市民として、被災された方々の悲しみや苦しみに寄り添いながら、個人でできること、或いは NPO だ
からできる温かな支援の手を差し伸べてゆこうではありませんか。私たち日本人に課せられた最も過酷で最も
深刻な状況にある日本、私たちは心を合わせ、力を合わせて、この国難に立ち向かいましょう。
“被災された方々が一日も早く希望に向かって歩まれ、再び笑顔が戻りますように！”
救援グループ

埼玉県から
のお知らせ

現地上空より・支援ヘリグループ

３月末決算の NPO 法人の皆さん
事業報告書の提出期限は６月末です！

提出書類は、①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④収支計算書、⑤前事業年度に役員であった者の名
簿⑥社員のうち１０人以上の者の名簿です。（①～⑥までの他、前事業年度（平成２１年度）に定款変更があった場
合次の⑦～⑨も提出書類になります。⑦変更後の定款、⑧定款変更認証書の写し（定款変更認証書が発行された
場合）、⑨登記事項証明書の写し（⑦で登記事項に変更があった場合））
事業報告書はそれぞれ管轄の地域振興センター・NPO 活動推進課へ

２面／彩の国市民活動サポートセンター NPO 相談コーナー 平 23 年度企画

彩の国市民活動サポートセンター

ご利用案内

東日本大震災の救助・支援活動の写真を展示しています
（県内の市民団体、NPO から写真を提供していただきました。）
展示場所：彩の国市民活動サポートセンター２F 交流スペース

ご利用案内


会 議 室

・無料

定員 6 名



打合せ、交流スペース

・無料

情報交換など



物品保管用ロッカー

・有料

年間/￥1,800 円 年間契約（団体）毎年 4/1 から翌 3/31



レターケース

・無料

年間契約、毎年 4/1～翌 3/31（現在空き無）



パソコン

・無料

インターネット無料で接続出来ます。



電話番号：０４８－７２８－７１４６（彩の国市民活動センター NPO 相談コーナー）

広告欄
※こちらは広告欄であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

NPO 法人 NPO 埼玉ネット
NPO 地域コーディネーター養成科・開講中
ＮＰＯ地域コーディネーター養成科 受講生募集!!
ＮＰＯ役員や職員を育成する講座です
《訓練内容》 ＮＰＯ・ボランティア講座（組織運営・コミュニティ
カフェ・イベント・フリーマーケット・配食等）、実務に役立つパソコ
ン講座、ラジオ・テレビ・PA オペレーター養成講座（メディア
論）、コミュニケーション能力向上講座、カスタマーサービス技
能検定取得講座等。
《訓練期間》平成２３年３月 25 日～平成２３年 10 月 25 日
基金訓練・厚生労働省の緊急人材育成事業。雇用職者給
職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できな
い方
《お問合わせ》ＴＥＬ048-714-0501 FAX 048-714-0509
〒
http://nposaitamanet.or.jp/
info@nposaitamanet.or.jp

東日本大震災被災地 NPO 支援全国プロジェクト
東日本大震災の被災地にご支援・ご協力を！！
平成 23 年 4 月 24 日『東日本大震災被災地 NPO 支援全国プ
ロジェクト設立総会を開催し設立しました。
主な団体・企業：市民キャビネット支援部会・被災地岩手・福
島・仙台宮城等の復興支援センター・兵庫被災地 NGO 協働
セ ン ター ・ ( 特 ) 日 本 災 害 救 援 ボ ラ ン テ ィ アネッ トワ ー ク ・
(特)NPO 埼玉ネット・全国自家用ヘリコプター協会・市民防災
ヘリコプターチーム・(特)日本ユニバーサルデザイン研究機
構・全日本救助犬団体協議会・戸田市民災害支援対策本部・
国際ロータリー2760 地区・（社）埼玉県労働者福祉協議会
東日本大震災被災地 NPO 支援全国プロジェクト
105-0014 東京都港区芝 2-8-18HS ビル２F
（特）NPO 事業サポートセンター内

≪お問合わせ≫TEL03-456-1611 FAX03－6808-3788

NPO 法人 NPO 埼玉ネットふじみ野校
◇◆ＮＰＯプラザふじみ野（平成 23 年 1 月）オープン ◆◇
◇NPO 地域コーディネーター養成科・ふじみ野校１期生開校
中
◇研修室・交流サロン（予定・プチショップ、コミュニティカフ
ェ・イベント空間）子育て広場・入居者募集
◇配食事業デリバリーシステム・ラジオ、テレビスタジオの開
設及び番組制作・情報発信基地の開設。
先進的な入居団体をリーダーを支援し彩の国市民活動サ
ポートセンター及び NPO、市民団体等との協働、行政、企
業,NPO との協働を推進。特定非営利活動法人の設立・運営
の支援。IT 環境整備の支援等。
〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野２丁目 10-87
アウトレットモール・リズムタワー１F
NPO 法人 NPO 埼玉ネットふじみ野
《お問合わせ》ＴＥＬ 048-714-0501 FAX 048-714-0509
http://nposaitamanet.or.jp/
i f
it
t
j

NPO 法人 NPO 埼玉ネットあさか校
◇◆彩の国さいたま NPO プラザあさか校“開校”◆◇
≪生活支援給付金・基金訓練≫募集中
ボランティア講座・基礎講座・キャリア形成・就業支援講座・コ
ミュニケーション能力向上講座・パソコン実務・カスタマー技
能検定講座・職場、体験、見学・職業人講和・メディアコンテン
ツクリエイター養成講座・東北関東大震災災害コーディネータ
ー養成
◆取得目標資格・カスタマーサービス技能検定１級◆
〒351-0011 埼玉県朝霞市本町１丁目 8-7 綿谷ビル２階
彩の国さいたま NPO プラザあさか
《お問合わせ》ＴＥＬ 048-714-0501 FAX 048-714-0509
http://nposaitamanet.or.jp/ info@nposaitamanet.or.jp

≪広告募集!!≫ 一枠 5.5cm×8.8cm 2,000 円申込お問合わせ 彩の国市民活動サポートセンター TEL 048-728-7146

３面／ＮＰＯ活動事例の紹介
特定非営利活動法人

世代を超えて和太鼓の魅力や楽しさを広めたい！

日本太鼓協会

代表理事 諏訪幸男
世界に誇る伝統芸能の一つである“和太鼓”の
魅力を広めてゆくことが、活動の主体です。毎年、
日頃の成果を発揮する場として、東日本大会・西
日本大会を経て、全国大会を開催しています。ま
た、各地のお祭り等のイベントを通して子ども達
の情操教育や初心者から愛好者まで世代を超えた
参加者による交流をとおして、太鼓の醍五味を楽
しんでもらっています。
日本太鼓協会では、平成 22 年度より「公認指導
員認定制度」を設けました。これは今まで各団体
それぞれの太鼓の演奏の基本や譜面の読み方や解
釈を統一し、誰もが分かりやすく演奏できるよう、
太鼓教室の講師を対象とした締・長胴・桶の各太
鼓の基本指導法の講習会を実施しています。
太鼓の胴に使われる木材は、松やケヤキ等、数
多くの種類があります。中でもケヤキは、材質が
固く木目もきれいで古くから使用されてきまし
た。けれどもケヤキは太鼓の素材として成熟する

までに、１５０年～２００年の歳月が必要ですが、全
国的にケヤキが減少しています。そのような現状を憂
い、今年 3 月 27 日「太鼓の森づくり」として東秩父村
に 1500 坪の土地に 236 本のケヤキ等の苗木を植樹し、
次世代に残す「太古の森」へと繋げるイベントを行い
ました。
また、この度の東日本大震災では被災地に向かう捜索
救助犬協会に対して、少しでも役立ちたい思いから寄
付金とワンボックスカーの提供と運転ボランティアの
協力をしました。
これからも“太鼓”を通じながら、人と人との絆を大
切に、そしてさまざまな関わりを築いていきたいと
思っています。

特定非営利活動法人

彩 SITA（さい

さいた）

代表理事

IT を活用し地域のシニアの生活を豊かに！
渡部明洋

わたしたちの主な活動は、パソコンを中心に幅広い
年代層の初心者や未経験者への基礎技術の提供と
支援事業です。
現在行われている事業の一つである「パソコンサロ
ン」は受講者のニーズに合わせ≪分かりやすく≫≪
丁寧に≫を基本にして、シニアの方を中心に実施し
ています。
なお、１人でも多くの方にパソコンの便利さを知っ
ていただく無料体験や、地域住民の方の情報機器の
扱いに困ったという声を解決するために、無料の何
でも相談会を定期的に実施しています。パソコンの
購入・設置からホームページの作成やメンテナンス
のお世話まで行っています。
また、地元で行われている子育て支援フェスタに参
加したり、情報通信技術を利用して地域のシニアや
障害を持っている人たちへの社会的参加を支援し
多くの方々との交流を深め、地域住民の生活の質の
向上と地域の活性化に大いに貢献しています。

更に、ＮＰＯ法人やボランティア団体、さいたま市、埼
玉県や厚生労働省をはじめ地方公共団体や国が主催す
るパソコン講習会からも講師派遣依頼を受け、当団体は
活発な事業展開をしています。
≪埼玉県ＮＰＯ大賞 2010≫では、日頃の活動が評価
され、116 団体から一次選考を通過、上位 8 団体に選ば
れ、平成 23 年 1 月に開催された埼玉県県民活動総合セ
ンター最終選考会のプレゼンテーションでは私たちの
活動を幅広く県民の皆さまに知っていただくことがで
きました。
このことは会員一同の今後の励みになり、大変喜んで
います。

４ 面 ／ Ｎ Ｐ Ｏ 無 料 相 談 会 、 及 び け ん か つ か ら の お し ら せ

平成２３年度





NPO 無料相談会

時間：10：00～16：00 (1 団体約 50 分程度)

下記会場に於いて行います。税務・会計相談は専門家により行います。
定員：各日 5 団体（事前予約着順）
 税務・会計相談（会場）
■運営相談
７月１３日（水）

１１月 ９日（水）

６月 ８日（水）朝霞地方庁舎

１０月

９月１４日（水）

１月１１日（水）

７月１４日（木）熊谷地方庁舎

１１月 10 日（木）東部地域

１０月１２日（水）

２月 ８日（水）

８月 ５日（金）

１２月

９月１３日（火）

２月

※指定月の第２水曜日・
会場は彩の国市民活動サポートセンター小会議室

８日（土）
４日（木）
２日（木）アステリ

※会場の指定がない場合は、彩の国市民活動サポートセンター
小会議室

NPO 法人総論、任意団体の立ち上げ、法人設立後の団体運営
ななど各種相談
★各相談会につきましては、日程及び会場が変更になる場合があります。事前にご確認ください。
申込受付 彩の国市民活動サポートセンター TEL048-728-7146 ＜http://sai-saposen.on.arena.ne.jp/＞

けんかつからのお知らせ
◆コミュニティ・ビジネス講座
地域社会の問題を地域住民がビジネス的手法によって解決していく新しい方法論である「コミュニティ・ビジネス」
について、事業企画やプランの作り方など基礎から一歩踏み込んだ内容を学びます。
日 時 ： 7 月 9 日（土） １３：１５～１６：００
会 場 ： 埼玉県県民活動総合センター ３０４セミナー室
対 象 ： コミュニティ・ビジネスを始めようとしている方、NPO 活動に取り組んでいる方、興味のある方（定員
20 人）
受講料： １，０００円
申込み： 電話・来館（９：００～１７：１５）、インターネット先着順
Tel: 048-728-7116（休館日 6/6,6/20,7/4,7/11 を除く）

◆ボランティアスキルアップ講座 「ハートをつなぐコミュニケーション」
さまざまなボランティア活動を通して被災された方と接する際の態度、話の聴き方、心構え、ストレスマネジ
メントの基礎を学びます。
日 時 ： 5 月 22 日（日）１３：３０～１６：３０
会 場 ： 埼玉県県民活動総合センター 第２会議室
対 象 ： 主に県内の避難所・その他でボランティアを希望する方、現在している方。家庭教育アドバイザー、
子育てアドバイザー、親の学習指導員の方。どなたでも（定員 60 人）
受講料： 無料（被災地の子どものための義援金として 500 円程度ご協力をお願いします。）
共 催 ： 特定非営利活動法人ヒューマンシップコミュニティー、財団法人いきいき埼玉
申込み： 住所・氏名・電話番号・年齢・性別を記入の上、FAX または E-mail で下記へ（先着順）
問合せ： 特定非営利活動法人ヒューマンショップコミュニティー

FAX: ０４８－６７７－８２５０・ E-mail: info@tosnetwork.com
■問合せ・連絡先
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
彩の国市民活動サポートセンター 〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台６－２６ 埼玉県県民活動総合センター内 2Ｆ
（全般・ＮＰＯ関係）TEL：048-728-7146
FAX：048-729-0318
E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp URL：http://sai-saposen.on.arena.ne.jp/
（ボランティア関係）TEL：048-728-8181
FAX：048-729-0318
E-mail:v-soudan@sai-saposen.on.arena.jp

