｢ＮＰＯ広報力育成事業｣

参加団体募集

中!!

NPO 法人は、新たな公共サービスや共助社会づくりの担い手として期待されています。
この事業は、ホームページで情報発信力を高めたい NPO 法人を対象に実施します。
ホームページの立ち上げや、リニューアルを検討されている NPO 法人にぜひ参加いただきたい講

座です。
● 日時

(1) 基本講習 2 日間(入門編 1 日及び活用編 1 日)…先着順で８０法人
入門編:平成 24 年 9 月 29 日(土)、30 日(日)、10 月 1 日(月)
活用編:平成 24 年 10 月 20 日(土)、21 日(日)、22 日(月)
のいずれも午前・午後(土曜日は午後・夜間)から選択

●
●

(2) 強化講習 1 日間…基本講習受講した２０法人を選定
平成 24 年 11 月から 12 月まで（法人事務所等を訪問して実際の作業を支援)
受講条件 ワード、エクセルなど入力作業のできる方
実施場所 基本講習会は県民活動総合センター第３パソコン研修室

●
●
●

受講料
申込
主催

無料
申込書を FAX で財団法人いきいき埼玉(活動支援担当)まで。
埼玉県・財団法人いきいき埼玉

ＮＰＯ無料相談会のお知ら




時間：１０時～１６時 せ
（1 団体３０分）
会場：彩の国市民活動サポートセンター（埼玉県県民活動総合センター内）
予約：ＦＡＸまたはメールにて相談会２か月前同日１０時より受付



運営相談
 ＮＰＯ法人総論・任意団体立ち上げ、設立後の団体運営など各種相談
 日付：９月１２日（水） １１月１４日（水）１月１６日（水） ２月１３日（水）
税務会計相談
 税理士による会計相談全般・会計ソフトの指導・法改正による会計基準の変更説明



認定ＮＰＯの説明など
 日付：７月１４日（土）

１０月１７日（水） １１月１７日（土）

２面／ 埼玉県共助社会づくり課のおしらせ

埼玉県では、地域住民と商店が連携する

地域支え合いの仕組みづくり

を進めています

地域で活動する、ＮＰＯや社会福祉協議会と、商工団体が連携によって、
３つのメリットがある「地域支え合いの仕組み」を実施しましょう！

ちょっとしたお手伝い

３つのメリット 一石三鳥！
１ 高齢者等の日常生活の安心確保

・買い物代行
・部屋掃除、電球交換
・外出支援
・庭の手入れ など

２ 元気な高齢者の介護予防
３ 地域経済の活性化

県の支援メニュー

仕組みの立上げ準備

電球交換、窓ふき掃除をするボランティア

個別相談
【埼玉県共助社会づくり課】048-830-2815
実施主体への説明、問い合わせ・相談について、共助社会づくり課 共助づくり担当が、迅速に訪
問するなどして対応します。
３４市町で実施！

仕組みの立上げ・運営費に活用できる補助金

地域支え合いの仕組み推進事業費補助金
※未実施市町村での実施に限ります
地域支え合いの仕組みを運営するＮＰＯなどへの補助金の交付。
【補助率10/10：上限； 初年度２，０００千円， ２年目１，５００千円， ３年目１，０００千円】

３面／ けんかつからのおしらせ

実践者から学ぶ
コミュニティビジネス
コミュニティビジネスの立ち上げや運営方法、

体験プログラムつき！
ボランティア・ＮＰＯ入門講座
ボランティア・ＮＰＯの活動実践者からの活動

コミュニティビジネスの強みと成功のポイント

発表や活動現場での実習を通じて、ボランティア

などについて、事例を交えながら、具体的かつ実
践的なノウハウをお伝えします。
日 時：平成２４年９月８日（土）
１３：００～１６：１５
場 所：埼玉県県民活動総合センター
３０５セミナー室
講 師：永沢 映（特定非営利活動法人
コミュニティビジネスサポートセン
ター代表理事）
費 用：１，０００円
定 員：３０人
対 象：コミュニティビジネスを具体的に始めよ
うと検討している方、事業の採算性や継
続性を高めたいとするＮＰＯ活動の実
践者、社会貢献のアイディアを実現可能
な事業としてプランニングしたいと考
えている方など
主 催：財団法人いきいき埼玉

やＮＰＯ活動への理解を深めます。
日 時：平成２４年 ９月１日・８日・１５日、
１０月２７日 土曜４日間
１３：３０～１６：００
この他、９月中旬～１０月中旬に活動現
場での体験実習があります。
場 所：埼玉県県民活動総合センター
及び各体験実習先
講 師：野島正也（文教大学副学長）
佐藤成幸（大月短期大学准教授）他
費 用：２，０００円（保険料含む）
定 員：２０人
対 象：高校生以上
主 催：財団法人いきいき埼玉

活動団体協働参加事業

活動団体協働参加事業

現代アートとして障がい者アートを
地域に広げる『ひかりプロジェクト』

『宮城からの報告』
～こども・学校・地域～
映画上映とトークイベント

震災等の閉塞感がある現在、障がい者アートを
“地域のひかり”と位置づけ、そのすばらしさを
皆さんに知っていただく展覧会です。自由で躍動
感あるデザイン、斬新な色彩感覚…。すばらしい
“現代アート”である障がい者アートを、ぜひお
楽しみください。
★「きらめくアート展」
日 時：平成２４年１０月１０日（水）
～１０月１４日（日）
１０:００～１７:００
（最終日は１４:００まで）
場 所：埼玉県県民活動総合センター
１階 展示コーナー
★講演会「できないことでつながる社会」
～障がいを持った方々の表現活動の意味と可能～
講 師：中津川浩章（美術家）
日 時：平成２４年１０月１３日（土）
１４:００～１５:００
場 所：埼玉県県民活動総合センター
３０６セミナー室
受講料: 無料
定 員：６０人
主 催：財団法人いきいき埼玉
ＮＰＯ法人ＣＩＬひこうせん

東日本大震災で大きな被害を被った宮城
県石巻市にある門脇小学校のこどもたちと
教師・保護者・そして地域の人々に焦点をあ
てた記録映画の上映です。上映後には監督や
スタッフとの交流会を行います。
日
場
費
定
主

時：平成２４年９月１日（土）
１３：３０～１６：３０
所：埼玉県県民活動総合センター
３０７セミナー室
用：１，０００円（中学生以下無料）
員：１００人
催：財団法人いきいき埼玉
ＮＰＯ法人
ヒューマンシップコミュニティ

こちらの企画・イベントに関する
申込み・お問合せは
財団法人 いきいき埼玉
活動支援担当
電 話：０４８－７２８－７１１６

４面／ ＮＰＯ法人紹介スペース

ＮＰＯ法人

なかよしねっと

代表理事

豊喜

玲子

『なかよしねっと』は障がい児者が、地域で豊かな
生活を送ることを目的とし、主に朝霞市を中心として
活動を行っています。
市内の特別支援学級に通う子どもたちが放課後の
余暇時間を自宅で親と過ごすだけではなく、地域にみ
んなで一緒に過ごせる場所があればという強い思い
から、平成 8 年「障がい児学童保育室なかよしクラブ」
を開設し活動を始めました。さらに平成 16 年に事業
を法人化しました。
その後、放課後クラブを卒業していく子どもたちや
保護者とのその後のつながりは大変重要なことと考
えると同時に、さらに事業を発展させる目的で「ＮＰ
Ｏ法人なかよしねっと」と名称も新たに、平成 18 年
に『余暇活動事業』と『地域デイケア準備事業』を
スタートさせました。

日頃から私たちは
子どもたちの笑顔に
励まされつつ、地域
の皆さんからいただ
いている温かいご支
援に感謝をして活動
を続けています。

◆◆◆



「障がい児放課後クラブ なかよし」
障がいを持つ子どもたちが、放課後や長期休暇中も
仲間と一緒に楽しく心豊かに生活ができるように、普
段は専有の保育室で様々な活動が展開されています。
また公共交通機関を利用しての遠足、夏休みにはプー
ル遊び、また宿泊学習として一泊旅行にも出かけま
す。子どもたちは皆、自分らしく笑顔で生き生きと過
ごしています。



「余暇活動事業 なかよし＋（ぷらす）」
放課後クラブ在籍の有無や年齢を問わず、地域の仲
間達や兄弟姉妹、そしてボランティアさんたちが集
い、遠足、料理教室、スポーツ体験、成人向けの食事
会等を行っています。これらの行事や活動を通じてさ
まざまな人とのふれ合いや絆が生まれています。



「地域デイケア準備事業 なかよしかふぇ」
障がい者の働く場や社会参加の場づくりとして、さ
まざまなイベントでの１DAY ショップをはじめとす
る、保育室の空き時間を利用した気軽に立ち寄ってい
ただけるカフェや小さなお子さんも安心して遊んで
もらうことのできる『おもちゃ図書館 なかよしぱぁ
く』を定期的に開設しています。

理事の代表権喪失の登記はお済みですか？

◆◆◆

、
平成２４年４月の NPO 法及び組合等登記令の改正により、法人の役員に関する登記は、代表者だけを記
載することになりました。
定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等と規定している場合は、代表権を制
限したものと解されています。
このため、ほとんどの法人は、代表者以外の理事を削除する変更登記（平成２４年４月１日代表権喪
失）を、９月３０日までにしなければなりません。登記の詳細については、さいたま地方法務局にお問
い合わせください。
また、理事全員が法人を代表する場合は、定款変更申請をする必要がありますので、所管の地域振興
センター（さいたま市の法人は、さいたま市コミュニティ推進課）にお問い合わせください。

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

ＴＥＬ：０４８－７２８－７１４６（ＮＰＯ相談コーナー）
ＴＥＬ：０４８－７２８－８１８１（ボランティア相談コーナー）
URL：http://sai-saposen.on.arena.ne.jp/

E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp
E-mail： v-soudan@sai-saposen.on.arena.jp
FAX:048-729-0318

