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  ９月２８日（土）、野田市ＮＰＯ・ボランティアサポートセンターでは初めての試みである、「交流会 ～

市民活動を語ろう～」が開催されました。 

当初は、「誰も来ない、なんてこともあるかも‥‥‥」「そもそも、この野田市で交流会の需要などある

のだろうか？」などと心配されましたが、蓋を開けてみると、予想を上回り３０を超える団体からのお申込

みがありました。 

 そして、当日参加されたのは、３３団体の皆さんでした。当日までのサポートセンター登録団体が８６団

体であったことを考えれば、三分の一を超える団体の皆さんにご参加いただいたことになります。 

 交流会では「子育てネットワークゆっくっく」「野田市外国人支援グループ」「野田文化研究会」の皆さ

んによる活動紹介があり、その後全参加団体による自己紹介 

 

（１分間スピーチ）と、自由交流を実施しました。その際、

時間が足りず駆け足の進行となり、発表団体の皆さんとご

参加の皆さんにご迷惑をおかけしまして申し訳ありません

でした。 

 このような反省点もありましたが、全ての参加団体の皆

さんからのお声をいただくことができ野田市の市民活動の

広がりを感じることのできた交流会であったと思います。 

 ご参加・ご協力くださった皆さん、 

ありがとうございました！   

   

  

参加団体アンケートから～  
 ●ご意見・ご感想 「こんなに多くのグループやＮＰＯ法人の存在を初めて知りました」「民間のボラン 

ティアもここまでやるんだと驚くことも‥‥‥」「名簿欄に団体の一言紹介が掲載されていればわかり 

易いのでは」「３団体の活動紹介は立派でした」「参加団体が多すぎて、いろいろな話が聞けなかった」 

 ●良かった点 「こんなにいろいろな人が、それぞれの思いをのせて活動していることを知った」「知ら 

ない人から声をかけられた。私たちがアピールしなくても、知りたいと思っている人がいるのだなと思 

いました」「参加人数が適正 プログラムの構成が良かった」「今後の活動の励みになります」 

 ●改善すべき点 「資金調達、運営など具体的な話をもっと聞きたい」「テーマごとに参加団体を募集し 

たら」「各団体のスピーチ時間を１分から２分に」「時間があまりにも短いのでダメ！交流にならない」 

 ●今後のアイデア 「机に飲み物やお菓子があると話がはずむのではないか」「討議解決方式がよい」 

   ◇◇ たくさんのご意見をいただきましたが、全てのご意見を紹介できず申し訳ありません。 
       これらの貴重なご意見・ご感想を参考に、次回の交流会につなげていきたいと思います。 ◇◇ 
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＝＝ ３３団体のみなさんが参加し、交流を図りました ＝＝ 

9月 28日（土）に「交流会」を開催しました！！ 

! 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました！ 



 

‡ 登 録 団 体 紹 介 ‡ 
 

      
 
～～ 野田のてんとう虫を守る会 ～～ 

    
      
 野田のてんとう虫を守る会は、野田市の豊かな生態系を守る活動をしている市民団体です。  

 

活動の３本柱 ★農薬や有害な化学物質を使わない暮らし 

       ★緑と生態系を豊かにする活動 

       ★街路樹を活かした景観の良い街づくり 

 

 

 

 その時々に応じ、農薬空中散布の見直し、街路樹や公園の名札設置、等々を行ってきました。 

現在の活動は、野田市に『樹木の管理指針』をつくることです。緑陰をつくる街路樹や、公園の 

樹木を適切に管理し、みどり豊かなまちづくりを目指します。 

 

    ≪ これまでの活動 ≫ 2008年3月 公園樹木の写真絵画展を開催しました。 

               2008年5月 野田市に要望書を提出しました。 

※ 活動に興味のある方はご連絡ください。     連絡先  角田 電話０４－７１３８－２３７７ 

 

    

 
～～ 野田市演芸ボランティア「仕出し屋」 ～～ 

  
   
 

 

 この会は平成２０年に発足しました。 

会員数は７０名ばかりです。 

演芸数は、個人・団体あわせて１３です。 

活動内容は、ご要望に応じて訪問し、演芸を披露しております。 

活動地域は、原則として野田を中心にしております。 

活動対象は、デイケア・病院、その他施設です。 

年間活動数は１５０回以上になります。 

活動に興味のある方はご連絡ください。 

 

   連絡先 鎌田  電話０４―７１２５―５６６２  
   
 
～～ のだ要約筆記サークル「ほたる」 ～～ 

    
     

 会員は現在１３名。要約筆記技術の研鑽以外に、中途失聴者・難聴者の集い「みみづくの会」の例会にも

参加し、筆談で交流しています。 

 「要約筆記」は、耳の不自由な方々のために、その場の話を文字でお伝えしています。話される言葉は 

１分間に400字前後、聞いて書けるのは１分間に60字から70字位ですので５分の１しか書けません。 

そのため、話に追いつくように内容をつかみ要約して筆記しますので、「要約筆記」といいます。 

市主催の講演会で「要約筆記付き」とありましたら、ぜひ参加してみてください。会場前方に設置され 

 

 たスクリーンに、話される内容を手書きで映し出しています。 

 聞こえにくくてお悩みの皆さんも、要約筆記でおしゃべりを 

楽しんでみませんか？ 

       連絡先 代表 小菅  電話 04-7124-1647 

≪ イベント ≫ 

26年 3月に「野田市中央公民館まつり」が開催されます。 

１階ロビーで、のだ要約筆記サークル「ほたる」もデモンスト 

レーションを行います。興味のある方はぜひ見に来てください。 

 

 

  



  

 

  

       

 日 付 時 間 イベント内容    ＊ 詳細は各団体にお問合せください  

 12月７日(土)～
12月2９日(日) 

16:30～ 
22:00 

イルミネーションの点灯 
会 場：大殿井地先(旧千葉銀行大殿井支店西側) 
団体名：花の池くらぶ TEL04-7124-5078 佐藤 

 
美しくきらめくイルミネーション観においでください。 

 

  

 1月13日(月) 14:00～ 中西和久説教節一人芝居(しのだづま考) 
会 場：野田市欅のホール小ホール 
入場料：前売り券3,000円（当日券3,500円） 
団体名：ＮＰＯ法人 野田文化研究会 TEL&FAX04-7124-0760 事務所 

 

 

 1月17日(金) 13:00～ ハーモニカ演奏会・・模範演奏 薮谷幸男先生 
会 場：中央公民館一階講堂 
参加費：無料 
団体名：ひばりハーモニカクラブ TEL04-7125-6622 横田 

 

  

 3月８日(土) 10:00～ アルファカップ ～中学生、高校生、一般を対象にしたバトミントン強化練習会～ 
会 場：西武台千葉高等学校体育館 
内 容：概ね関東大会出場以上の選手を対象とし、ゲーム形式で練習を行う 

 

参加費：1,000円（シャトル代） 
団体名：ＮＰＯ法人 アルファバトミントンネットワーク 

TEL&FAX04-7129-0678 高瀬 
 

 

 3月8日(土) 13:00～ メンバー12団体の日頃の演芸を披露 
会 場：中央公民館一階講堂（予定） 
参加費：無料 
団体名：野田市演芸ボランティア「仕出し屋」 TEL04-7125-5662 鎌田 

 

 

 3月8日(土) 14:00～ うまれるってステキ ふしぎ 親子ワークショップ 
場 所：野田市総合福祉会館（予定） 
対 象：年中～小３の親子  
参加費：500円／1人 
団体名：NPO法人 野田子ども劇場  

TEL&FAX04-7124-8419 事務所 
 

  

 3月9日(日) 11:00～ 文化研究会まつり ～文化研究会の 7 つのグループの発表とプロの劇団(ゆめみトラ
ンク)の公演で一日通しての文化まつり～ 
場 所：総合福祉会館（予定）  
対 象：幼児～小学生の親子、大人  
参加費：未定 
団体名：NPO法人 野田文化研究会 TEL&FAX04-7124-0760 事務所 

 

 

 3月16日(日) 10:30～ 
13:30～ 
17:30～ 

ドキュメンタリー映画「うまれる」 
場 所：欅のホール小ホール 
入場料：大人１,０００円、小中高生500円、未就学児無料 
団体名：NPO法人 野田子ども劇場 TEL&FAX04-7124-8419 事務所 

 

 

     
 団体情報をどしどしお寄せください！ お待ちしております！！ 

団体支援情報、イベントの告知などを「市民活動つうしん」に掲載します。お手数をおかけしますが、 
当センターにご持参いただくか、ＦＡＸやＥメールでお送りいただいてもけっこうです。 
なお、内容によって掲載できない場合もございますのでご了承ください。 

 



 

 

 
 

  

 

 

  皆さんもご存じかと思いますが、平成２４年４月にＮＰＯ法が一部改正されました。法改正に関して気になるポイント

をピックアップしてお知らせします。 まだ対応されていない団体の方はご参考に！ 
 
【定款をチェック】 

ご自分の法人の定款に「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」などの規定はありませんか？規定が

ある場合は、理事長以外の理事の「代表権の喪失による変更の登記」をする必要があります。なお、理事長以外の理

事にも代表権を持たせたい場合は、定款を変更する必要があります。 

ご注意  登記を怠ると、２０万円以下の過料に処せられることがあります。 
 
【会計書類はどうなっている？】 

今までの会計書類は収支計算書でしたが、法改正で「活動計算書」に改めることになりました。 ただし、「当面の間

は従来の収支計算書でも可」ですので、まだの団体は準備を始めましょう。 

※ 「収支計算書」との大きな違いは、①複式簿記を前提としていること、②これまで表現できなかった「ボラン 

ティアの貢献分」や「使途の制約ある寄付」も注記でき、財政状況をわかりやすく示せることなどです。 

 

◎ 法改正についての詳細は  千葉県県民交流・文化課のｗｅｂサイト http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/  

 

  

 

  

 

 

 ２０１４年の助成金で、まだ申請可能なもの

があります。12/2に募集要項がアップされた

「中央ろうきん助成プログラム」のほか、「全

労済地域貢献助成事業」も２０１４年３月から

募集が予定されています。いずれも対象分野が

広く、お勧めできます。詳しくは、各ホームペ

ージでご確認ください。 

   ＮＰＯ・ボランティアサポートセンターの登録期

間は１年間（年度別）となっています。（前回は、

１月からの登録開始であったため、特例として翌

年：2６年３月まで登録期間を延長しました。） 

 来年の２月ごろ、現在登録されている団体（原則

代表者）にご案内をお送りいたしますので、更新を

ご希望の場合は必ず手続きをお願いいたします。 

 

   

 ～～ サポートセンターの現在の活動状況について ～～  

  当サポートセンターは本年１月にオープンしました。現在約９０団体の市民活動団体の登録をいただき、当

センターが果たすべき役割に向け、団体の皆様のご協力により着実に進展しています。日常業務には、ＮＰＯ法

人の立ち上げ相談、団体の活動に関する様々な相談、活動資金の助成に関する相談等があります。また９月２８

日に実施した交流会において、多くのご意見・ご要望をいただきました。当センターに関する事柄や、団体同士

の交流の輪をもっと広げてほしいなどのご意見・ご要望を今後の活動に反映させていきます。 

当サポートセンターは打ち合わせ場所の提供、パソコンの利用等に対応していますのでお気軽にお立ち寄りい

ただき、ご利用ください。 

 

 

 

    

 

サポートセンターがオープンして、まもな  ― 編集・発行 ― 

 

 
く１年になります。さまざまな問合せや相談等を通して、相

談者に寄り添ってのアドバイスや、団体間の橋渡しをする役

割が増えてきたことを実感しています。また「市民活動つう

しん」を通じて「参加者や会員が増えた」「団体同士が繋が

るきっかけになった」という嬉しい報告も入りました。 

 この「つうしん」も市民活動をサポートするアイテムとし

て充実を目指しています。ぜひ情報をお寄せください。 

             ≪コーディネーター 荒井≫ 
 

野田市NPO・ボランティアサポートセンター 

〒278-0003 

野田市鶴奉5-1（総合福祉会館 3Ｆ） 

TEL 04-7197-1543 

   （月・火・木・金 8：30～12：30） 

FAX 04-7197-1643 

E ﾒｰﾙ noda.npo-saposen@bz04.plala.or.jp 
 

【助成金情報】 【サポートセンターへの団体登録の更新について】 

ＮＰＯ法人のみなさまへ  法改正への対応は大丈夫ですか？  

http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/
mailto:noda.npo-saposen@bz04.plala.or.jp

