（№333）

&

埼玉ＮＰＯつうしん

（Vol.72）

２０１８年

1 月号

kobaton

合併号

ＮＰＯ基礎講座

「魅力アップ！チラシ・ポスターのデザインのコツ」
チラシやポスターを作るとき、デザインのコツがわかれば、もっと見やすく、伝わりやすくなるかも
しれません。知っているか知らないかの差で、チラシやポスターのイメージが大きく変わります。
より効果のあるデザインで、ＮＰＯの活動を広くアピールし、知ってもらいましょう。現役デザイナ
ーによる講義と事例研究でデザインの基礎を学ぶ講座です。

日 時
場 所
定 員
受講料

２月８日（木） 13:30～16:00
埼玉県県民活動総合センター（伊奈町内宿台 6-26）
４０名
無 料

予約申し込み（電話または来館）
（公財）いきいき埼玉 活動支援担当
平成２９年度

048-728-7116

NPO 法人税務･会計相談会

税理士による個別相談会です（無料）
。NPO 法人の運営や税務・会計に関するご相談をお受けします。
NPO 法人の立ち上げを考えている方のご相談もお受けします。

日時

1 月 12 日（金） 熊谷市市民活動支援センター（熊谷市）
1 月 24 日（水） 埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
2 月 14 日（水） 埼玉県川口地方庁舎（川口市）
3 月 2 日（金） ウェスタ川越（川越市）
3 月 20 日（火） 埼玉県春日部地方庁舎（春日部市）
3 月 23 日（金） 埼玉県県民活動総合センター（伊奈町）
お気軽に
時間 各日 10：00～16：00（1 団体 30 分）
定員 各日 7 団体まで（要事前予約・先着順）
お問い合わせ
ください♪
～予約申し込み・お問い合わせは下記まで～
彩の国市民活動サポートセンター【
（公財）いきいき埼玉運営】
ＮＰＯ相談コーナー (受付 10 時から 16 時まで)
TEL：048-728-7146
FAX：048-729-5091 E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp

埼玉県認証ＮＰＯ法人のみなさまへ
彩の国
埼玉県

コバトン

定款変更はお済みですか？
（平成３０年１０月１日から貸借対照表の公告が必要になります。）
NPO法人は、毎事業年度終了後、法務局に対して行っていた「資産
の総額の登記」が不要になる代わりに、毎事業年度終了後、法人自ら
が「貸借対照表」を公告することが必要になります。
➣貸借対照表の公告は次の方法から選択します。
①官報、②日刊新聞紙、③電子公告、④主たる事務所の公衆の見やすい場所

➣現行の定款に定める公告方法を変更する場合には、
貸借対照表の公告を開始する前に定款変更をする必要があります。
（定款記載例）内閣府ホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf
現在の定款で、「公告の方法」を「第○条 この法人の公告
は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行
う。」と定めている法人が、定款の変更を行わない場合には、
貸借対照表も『掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行
う。』ことになります。

➣平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表については定款で定めた
方法で公告を行います。
※平成30年９月３０日以前に作成した貸借対照表で直近のものについても、定款で
定めた方法で公告する必要があります。

➣定款を変更するためには、社員総会での議決が必要です。
➣社員総会の議決を経た後に、所轄庁に定款変更届を提出してください。
提出先は、埼玉県NPO情報ステーション「ＮＰＯコバトンびん」で確認できます。
（窓口一覧）

http://www.saitamaken-npo.net/html/soudanmadoguchiichiran_2.pdf
埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課

電話 ０４８－８３０－２８２３

No.136

上尾市

No.137

こうかんかい

お洋服の「交歓会」ボランティア募集
●内容：子ども服の交換イベントのお手伝い
●日時：①1 月 28 日（日）13 時～16 時
②2 月 17 日（土）13 時～15 時
●場所：①上尾市立富士見小学校（上尾市柏座 4-3-8）
②上尾駅 駅ナカコンコース
●問合せ：NPO 法人彩の子ネットワーク
TEL：048-770-5272
No.138

上尾市

特別養護老人ホーム てねる
ボランティア募集
●内容：趣味や特技の披露（ダンス・マジック・歌など）
●日時：ご希望に合わせて調整します♪
●場所：鴻巣市前砂 1003-1
●問合せ：特別養護老人ホーム てねる
TEL：048-547-2477
No.139

はらいち日本語教室 ボランティア募集
●内容：外国人へ日本語を教えるボランティア
●日時：金曜日 19 時～21 時
（その他の日時でもご相談に応じます）
●場所：原市公民館（上尾市大字原市 3499）
●問合せ：はらいち日本語教室
いとう

さいたま市大宮区

戸田市

レクリエーション・ボランティア募集
●内容：高齢者施設等でイベントや施設内の手伝い及
びレクリエーション（歌・手品など）の提供
●日時：ご相談に応じます（単発での参加も可）
●場所：戸田市内の高齢者施設など
ブイスター

●問合せ：Ｖ ☆ ２１
たにぐち

TEL：090-1699-3123（伊藤）
No.140

鴻巣市

TEL：048-441-0384（谷口）
No.141

三郷市

特養ホーム・デイサービス・ショートステイ
三郷市社会福祉協議会
「はるぱてお」ボランティア募集
「ボランティア活動はじめの一歩」説明会
参加者募集
●内容：外出援助、行事の準備・手伝い、お話し相手、
環境美化、その他特技を活かした活動など
●日時：10 時～15 時の間でご相談に応じます
●場所：さいたま市大宮区上小町 1187
●問合せ：社会福祉法人悠揚会「はるぱてお」
まえだ

TEL：048-648-1010（前田）
No.142

久喜市

傾聴ボランティア「ハートの会」会員募集
●内容：カウンセリングの勉強をしながら高齢者施設
での傾聴活動や電話ボランティアを行う
●日時：第 4 火曜日 10 時半～11 時半

●場所：久喜市菖蒲町の高齢者施設
●問合せ：ハートの会
かねなり
TEL：0480-85-5733（金成）
No.143

熊谷市

●内容：ボランティア活動をするうえでの心構えや、
三郷市内のボランティア活動状況を紹介す
る説明会です。
ボランティア活動に興味のあるかた、三郷市
内のボランティアグループや受入先を知り
たいかたの参加をお待ちしています。
●日時：1 月 22 日（月）13 時～14 時
●場所：三郷市立瑞沼市民センター講座室 2
（三郷市上彦名 870）
●対象：ボランティア活動に興味のあるかた
●問合せ：三郷市社会福祉協議会 地域福祉課 福祉推進 係
TEL: 048-953-4191

No.144

飯能市
あがのえん

特養ホーム・ショートステイ・デイサービス
「ルーエ」ボランティア募集

特別養護老人ホーム「吾野園」
ボランティア募集

●内容：レク・各種行事手伝い、入居者との交流、散
歩の介助、楽器の演奏、清掃、花壇手入れ等
●日時：ご相談に応じます
●場所：熊谷市川原明戸字台 471-3

●内容：話し相手、レクのお手伝い、特技を活かして
利用者さんへ披露していただく等
●日時：ご相談に応じます
●場所：飯能市南川 2091

●問合せ：社会福祉法人 麻葉会「ルーエ」

●問合せ：特別養護老人ホーム「吾野園」
TEL：042-978-2610

たかはし

TEL：048-531-3010（高橋）

あがのえん

ボランティア実践団体のご紹介
昨年度から実施している「いきいきボランティア養成講座」で、ボランティア活動の様子を紹介してくださ
った団体の中から、毎月ピックアップして掲載しています。

～ＮＰＯ法人 鴻巣こうのとりを育む会（鴻巣市）～
私たちは、コウノトリ伝説がある鴻巣市にコウノトリを呼び戻そうと、市内で環境活動を行っています。コ
ウノトリは湿地の生態系ピラミッドの頂点に立つ生き物で、コウノトリが生きていくためには、多くの生き物
がいる豊かな自然が必要となります。コウノトリが住めるということは、人間にとっても安心して生活ができ
る環境の証です。そのような環境を整備するために、コウノトリをシンボルとして環境活動に取り組んでいま
す。
具体的には、荒川の河川敷にコウノトリの生息環境を造る「湿地ビオトープの整備」や、
「ふゆみずたんぼ」、
「魚道設置」などに取り組んでいます。子どもたちや父兄を対象とした「いきもの観察会」や外来種駆除を兼
ねた「自然体験」などのイベントも行っています。
また、国土交通省の「地域の個性をつくりだしている良質な
社会資本とすぐれた地域社会活動」を表彰する「平成 28 年度手
づくり郷土賞」
（一般部門）を受賞しました。
活動に興味のある方は、ぜひご連絡ください。
みやがわ

TEL：090-4370-7424（宮川）

（公財）いきいき埼玉からのお知らせ http://www.kenkatsu.or.jp
● ● ● ● ● ● ●

頑張りすぎない
「子育て・孫育て」 受講者募集

「いきいきボランティア養成講座」（行田会場）
ボランティアの基礎知識を学び、地域で活動する団体
との情報交換を行います。
●日 時：平成 30 年 1 月 18 日（木）13:30～16:00
●会 場：コミュニティセンターみずしろ
（行田市本丸 5-10）
●対 象：一般（高校生以上）
●受講料：無料（定員 25 人）
●問合せ：活動支援担当
TEL：048-728-7116

●日 時：平成 30 年 2 月 10 日（土）10:30～12:00
●場 所：埼玉県県民活動総合センター
（伊奈町内宿台 6-26）
●対 象：現在「育児」中の方、
「孫育て」中の方、こ
れから「孫育て」を始める方、その他地域
の子育てに興味のある方
●受講料：無料
●問合せ：活動支援担当 TEL:048-728-7116

★記事募集！
締め切りは毎月 12 日です。発行部数：1,500 部
配布先：埼玉県社会福祉協議会、県内公立図書館、
県内市民活動サポートセンター等

★録音資料(DAISY)の貸し出しを行って
います。
(協力)朗読ボランティアグループ
てとてとて

発行：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
電話：048-728-7146（10 時～16 時、月曜休み） FAX：048-729-5091
E-mail：info@sai-saposen.on.arena.ne.jp ＨＰ http://www.sai-sapo.jp/

