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昨年９月、各団体のご協力により「市民活動団体交流会」が開催されたことをご記憶の方も多

いことと思います。その際ご参加のみなさんにお願いしたアンケートや、その後の「野田市ＮＰ

Ｏ・ボランティアサポートセンター運営協議会」での話し合いの中で、「次回は、ぜひ分野別の

交流会を開催してほしい！」というお声を多数いただきました。 

 ＮＰＯ法上の「分野」を例にとりますと、市民活動の分野は２０分野ありますが、今回は各団

体の活動分野によって参加団体の範囲を決めるということではなく、まずテーマをお示しして、

「これなら参加したい！」というお声を上げてくださった団体のみなさんにおいでいただこう、

という趣旨で開催します。 

今回のテーマは「まちづくり」と「生涯学習」です。それぞれ 

のテーマにわかれて交流します。ご興味のある団体のみなさん、 

ぜひ、ご参加ください。 

 

○日 時：6月7日(土)午後２～４時（要予約） 

○会 場：総合福祉会館 第３会議室 

    （開会後、2会場にわかれて開催予定） 

  ※予約受付はサポートセンターまたは市民生活課まで！ 

  

平成 26年度 サポートセンター事業計画のご紹介 

 

 

 

※「市民活動つうしん」への投稿（イベント情報等）締切は、発行日の前々月の末日です。 

５月 ・市民活動つうしん 5/15号発行    

６月 ・第１回分野別交流会（6/7） 

８月 ・市民活動つうしん 8/15号発行 

１０月 ・第２回分野別交流会（日時未定） 

１２月 ・市民活動つうしん 12/15号発行 

第４号 

2014.5.15 
(平成26年) 

今回のテーマは  『まちづくり』  と  『生涯学習』  

◇ テーマごとにわかれて交流します ◇ 

6月 7日（土）に「分野別交流会」を開催！ 

! 

 

昨年の交流会風景 

今年度から、週２回「団体訪問優先日（火・金）」を設け、積極的な団体活動支援を展開することになり、

それに伴い市民活動相談は原則予約でお願いすることになりました。また、年度内にサポートセンターの入

口扉（２か所）を「内開き戸」と「引き戸」に改修いたします。 

 その他、次のような計画を立てていますのでご紹介します。 
 

随時「ミニ講座（コーディネーターによる５～６人規
模での勉強会）」を開催します(無料)。 
「ＮＰＯの基礎知識」、「助成金の申込み」等、ご希

望のテーマと開催可能な日程をサポートセンター（また
は市民生活課）にお知らせください。（テーマ・日程に
よっては、お受けできない場合があります。） 
開催のご相談は、直近の希望日の１か月前までにお願

いいたします。 



 

‡ 登 録 団 体 紹 介 ‡ 
 

      
 

～～ ＮＰＯ法人 ささえ愛 ～～ 
    

      
 当法人は高齢化が進む中、移動手段を持たない方が住み慣れた場所で安全、安心して暮らせるよう

に  

 

お手伝いをするために設立しました。 

主な事業は「見守り活動」「買い物支援」「移動支援」「日常生活支援」

「地域交流支援」等です。特に独居老人・認知症で徘徊をする方を家族の代

わりに、見守りＧＰＳ（端末・シューズ）で見守りを行います、徘徊者が自

宅から５０ｍ離れた瞬間に、当法人所有と家族所有のスマホに位置情報が発

信され、早期に発見することができます。お子様も含め大事な家族を守りま

す。今後も自然環境に恵まれて安全で安心な地域つくりを目指します。 

連絡、相談先：事務局  佐 藤 （携帯）090-6036-3295   

  

～～ ＮＰＯ法人 学区安全サポートクラブ ～～ 
  当法人は行政、教育機関、警察、各種ボランティア団体と連携 

を密にし、野田市内の防犯活動を通して、青少年の育成と安全安 

心な地域つくりに寄与することを目的としております。 

設 立：平成１６年７月１９日 

 

連絡先：理事長 竹澤勇司 TEL 090-5393-1338 

 
   
 

 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～～ 唄と踊りとお話しと 直寿会 ～～ 

 当団体は平成１２年に発足し、以降福祉施設、地区社協さん等からの

依頼により巾広く活動しています。心と心のふれあいを大切にし、お互

いに体を動かし民謡音頭を楽しむことを目的にしています。 

現在はいきいきクラブで「ラビットクラブ」を３年前にスタートさせ５

０名ほどでナツメロ、民謡などに合わせて体操踊りを楽しんでいます。 

「ラビットクラブ」の体操おどり、入会大歓迎です。 

毎月第２､第４の水・木 ２時～４時 南部梅郷公民館 

参加(資料)費用 月600円 連絡先:代表 島 津  TEL 04-7123-7675 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～～ 野田ガーデニングクラブ ～～ 
当団体は昨年発足し 11軒の会員を中心にオープンガーデンを開催し200名以上の方に楽しんで

いただきました。8月にはNHK「趣味の園芸」の村上先生を講師にバラと宿根草について講演会を、

11月には寄せ植えの講習会を行いました。今年の2年目は会員50人をこえ今年もオープンガーデン

を企画し会員の交流、研修と活動を広げて、会員の投稿による会員便りも定期的に発行したいと企画し 

 ています。オープンガーデンとは、自宅の庭を開放し、好きな仲間 

と楽しく交流を図り、街の美観やイメージアップにもなり各地で開 

催されています。今年のオープンガーデンは5月17日(土)、18(日) 

に行います。詳しくは市報やミニコミでお知らせします。関心のあ 

る方、是非会員になりませんか。(年会費1000円) 

連絡先：事務局（田口）℡ 04-7129-4297 
 

オリジナルの地域防犯看板です 

 



  

 

  

       
 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  

 ６月 1日（日） 10：00～ 
12:00 

第1回「ニュースポーツ」体験会 
健康維持目的のニュースポーツ「カローリング」を楽しみながらゲーム体験 
会 場：総合福祉会館 

 参加費：500円（いきいきクラブ会員 300円） 
募 集：20人（先着）                         

 対 象：小学生上 会場に来られる方 どなたでも 
 問合せ：野田レクリエーション協会 事務局（渡邊）090-7822-8512 
主催：NPO法人野田レクリエーション協会大会 

 

 ６月１５日（日） 
 

 

13:00～ 
 

福話術＆マジック笑 
会 場：七光台駅ロータリー「しゃべり場だんだん」 
連絡先：高 梨 ＴＥＬ090—9230-1860        
参加費：500円 
勇気と元気・笑顔と希望をあなたへ！！ おまちしております。 

 

 ７月 ５日（土） 
 
 
 
 
 

14:00～ 
16:00 

 
 
 
 

作って飛ばそう！クラフト飛行機 
会 場：東部小学校校庭、幼児～小学生の親子２０人 
参加費：一人５００円 
講 師：スカイスポーツ振興会石川氏 
主 催：ＮＰＯ法人野田子ども劇場 

TEL/FAX 04-7124-8419 (水・金10時～１７時 )  

 

７月２１日  
（月、祝） 

 

10:00～ 
16:00 
 

まめっこフェスティバル～あそび・はうす～ 
会 場：野田市欅のホール（３階 小ホール） 
参加費：親子ペア500円子供200円 
団体名：ＮＰＯ法人 野田子ども劇場 TEL&FAX  04-7124-8419 
    まめっこフェス実行委員会 

ベビーマッサージ・読み聞かせ・かぞえ歌・人形劇・紙芝居 
プロによるコンサ－トなどもりだくさん！！  

７月２７日（日） 10:00 ～
12:00 

 

ミニ運動会・乳幼児から小学校低学年までの親子 
会 場：北コミニティーセンター 
参加費：１組400円 
団体名：子育てネットワークゆっくっく  TEL&FAX 04-7129-8089 

 

7月27日（日） 10：00～ 
12:00 

第1回「 絵手紙」講習会  
家庭にある身近な素材を使い、絵手紙を楽しみながら描く 
会 場：総合福祉会館 

 費 用：500円 
募 集：20人（先着）                          

 対 象：会場に来られる方ならどなたでも 
 問合せ：野田レクリエーション協会 事務局（渡邊）090-7822-8512 
主催：NPO法人野田レクリエーション協会大会 

８月３０日（土） 14:00 ～
16:00 

 

トントンくぎ打ちネームプレートづくり 
会 場：商工会館別館 小学生の親子20人 
参加費：一人５００円 
講 師：島津弘明氏 
主 催：ＮＰＯ法人野田子ども劇場 

TEL/FAX 04-7124-8419 （水・金10時～17時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体情報をどしどしお寄せください！ お待ちしています！！ 
 

団体支援情報、イベント告知などを「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。 



 
 

 

 
 

  

 

 

  

ＮＰＯ法人は毎事業年度終了後３か月以内に事業報告書を提出する義務があります。

提出を怠ると設立認証が取消になることもありますのでご注意下さい。 

尚、特定非営利活動促進法の一部改正(平成２４年４月)により、提出書類が一部変更

になっていますので対応出来るように準備しましょう。 
 

 

事業報告書提出時の必要書類 

① 事業報告書等提出書 

② 前事業年度の事業報告書 

③ 前事業年度の財産目録 

④ 前事業年度の貸借対照表 

⑤ 前事業年度の活動計算書(注1) 

 

⑥ 前事業年度の役員名簿(氏名、住所、前事業

年度における報酬の有無を記載) 

⑦ 前事業年度の社員のうち１０人以上の氏

名、住所を記載した名簿 

⑧ 最新の役員名簿(注2) 

 

(注1) 当分の間は活動計算書に代えて今までどおりの収支計算書での提出も可 

(注2) 平成２４年４月１日以降、最初に事業報告書を提出する際のみ必要です。 

(注3) 提出書類は各１部(千葉県環境生活課県民生活・文化課に持参、又は郵送) 

※ 事業報告書の様式および記載例については下記のホームページに記載され

ています。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/houjin/youshiki.html 

「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」→「法人手続き様式ダウンロード」 

   

 

      
 
     
 
 
 

 
 
 

 

 

新緑のすがすがしい季節をむかえました。  — 編集・発行 — 

新     ４月より当センターにコーディネーターとして 

加藤眞智子さんが加わりました。フルパワーで行きますので、 

よろしくお願いいたします。 

野田市内で活動するＮＰＯやボランティアグループの皆さん、

当サポートセンターに、登録いただきますと会議室、パソコン

の使用、貴団体の紹介等活動の発展につながります、お気軽に

サポセンまでお問合わせください。 

≪コーディネーター 百 瀬≫ 
 

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・木 8:30～12:30  

★火・金は団体訪問優先 

FAX 04-7197-1643 

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

 

 

NPO法人の皆様へ 準備してますか？  「年度末事業報告書」 

 

～～～～～～  コーディネーター紹介  ～～～～～～ 
  
はじめまして。今年の3月まで8年間、県の施設でコーディネーターとして、小・中・高・大学生からご高

齢の方まで幅広い年代のみなさんと関わっていました。その経験を生かし、みなさんお一人おひとりが、楽しく

充実した社会活動ができるようなお手伝いをさせて頂きたいと思っています。 

お気軽にセンターにお立ち寄りください。              加藤眞智子 

 

mailto:noda.npo-saposen@bz04.plala.or.jp

