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認認認定定定 NNNPPPOOO 法法法人人人っっっててて何何何？？？（（（そそそののの２２２））） 

理理理事事事長長長      西西西原原原   清清清隆隆隆 

  

 「ＮＰＯ法人って何？」とのご質問ついて、前回のかわら版(第８６号)で平成７年に

起きた阪神・淡路大震災を機に市民活動の重要性が認識され法改正が進み、「市民

活動促進法」が「特定非営利活動促進法」に変わったこと、青葉台さわやかネットワ

ークはこの制度による「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」資格を平成１２年に取得

したこと等を記しました。 

今回は、平成２６年１０月に「認定ＮＰＯ法人」の認証を得たことについて述べてみ

ます。 

「認定ＮＰＯ法人制度」は、平成２４年４月に国税庁主管から都道府県知事に移行

されたもので、一般のＮＰＯ法人のうち一定の要件を満たした者が認証を得られます。

その要件とは①運営組織・事業活動が適正であり、公益の増進に資すること。②絶

対的基準（毎事業年度、平均して３千円以上の寄付者が１００名超いる）を満たすこ

と等です。言い換えれば、地域の多くの方々から信頼と協賛を得ている団体である

ことに通じると思います。 

メリットとして、寄付をされた方は「特定寄付金」として税法上寄付金控除の適用が

認められます。また、ＡＳＮも収益事業から赤字事業のために支出した場合、「みなし

寄付金」としてある限度内で損金算入ができ減税となるので活動の幅も広がります。

一方、官庁対応では活動年度報告・法務手続き・会計処理・記録の整備等、厳格な

審査を受けることとなります。 

 

認認認定定定ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ法法法人人人ののの寄寄寄付付付金金金募募募集集集   目目目標標標ををを達達達成成成   

ご協力ありがとうございました。 

会員・支援者・団体 １３０人以上のみなさんから 450,000 円 

【ご寄附いただいたみなさま】順不同、敬称略 

前澤富子、平山信子、寺田栄一、矢澤通生、宮田卓治、国分照美、髙田順甫、山田

治男、和泉美智子、山田慎治、伊藤 護、照井茂子、浜口かなめ、飛澤信子、楳沢ミ

ツ、齋藤泰枝、稲吉陽子、西原清隆、矢上禮子、関根俊雄、栗田智夫子、佐藤章子、

小堀富司、斉藤まさ、嶋﨑朋子、須見由佳子、加藤幸夫、小西正雄、城臺田鶴子、

久保幸悦、安澤善三郎、梅﨑久司、三興クリーニング、アウルスイミング、高橋商店、

ファミリーマート坂本青葉台店、やまだ整骨院、茂久田診療所、㈱宝生堂ｻｶｷﾊﾞﾗ 

榊原義久、㈱ひらい、木村歯科医院、㈲石井興産、㈲シ―エス アオバ、㈱丸美商

店、青葉台歯科クリニック、藤田清子、小林明子、一村アサ子、富田千佐代、松尾虎

夫、森井和代、山口善之、山口良子、光島保子、近藤秀代、奈良時子、辻川和人、

舘川良雄、山村三喜男、福田スミエ、坂井富美、竹村節子、大岩正男、萬年秀夫、

植田紳治、川副雄助、立野博史、古川之子、松島 博、松本喜美子、始関信夫、始

関太郎、赤江ふみ子、林和喜男、眞﨑妙子、橋瓜豊子、岡原実敏、川久保菊雄、山

田純一、安藤喜久枝、太田俊子、黒川 充、黒川富子、中戸幹郎、中戸勝美、今岡 

強、加瀬さだ、小森文雄、岩崎順子、時田聲子、今井保近、岡本晃之、日向野美代

子、小賀野晴一、小賀野寿々子、工藤美鈴、駒村光代、杉澤幸男、髙柴正義、高柴

安子、須田ミイ子、本名幸作、山村千恵子、浜島洋子、ひまわりクリニック、森岡 隆、

藤田 典、井沢 章、鈴木茂利、近藤郁子、中村純市、渡辺幸夫、真鍋俊彦、真野 

荏、小林信男、田谷恒夫、伊藤友一、吉森敏夫、鴇矢元彰、斉藤圭子、安東洋造、

末 治房、長田 茂、岩岸利夫、 

関 哲夫、本名武幸、本名広樹、甲斐博隆、

長 英連、塩入康広、小野利昭、蛯子明雄、

岩本 久、白石 隆、石井 満、本山正明、 

川名秀樹、時谷正仁、立山和冶、理容ﾋｻｵ 

鶴岡久男、藤田三男、桑原秀明、野口守啓、

栗田智夫子、渡辺和代、細谷 都 

 

    （28年 2月 25日 現在） 

 

 

活活活躍躍躍すすするるる協協協力力力会会会員員員ののの紹紹紹介介介   （（（７７７））） 

理理理事事事      寺寺寺田田田   栄栄栄一一一   

さわやかネットワークの一員として６年 

2009(平成 21)年、埼玉県から当地市原市姉崎に転居し、早や 6年が経過

しました。 

私の、青葉台さわやかネットワー

ク(以下 ASN)との関わりは、偶然の

機会から実現したものでした。転居

後の新しい土地に、いち早く溶け込

むべく、機会あるごとに、積極的に

種々イベントに参加を重ねていたこ

ろ、「傾聴ボランテア」なる講習会に

出席した折、偶然同席していただい

た方が、中戸前 ASN 理事長でした。挨拶後、話題がボランテア活動になり、

ASN活動への協力要請を受け、参加させていただけたのがきっかけでした。 

現役時代、製造会社の技術部門中心に携わってきた私にとって、NPO 組

織の活動に参加させていただくのは初体験で、当初は少なからず戸惑うこと

もありましたが、ASN の環境にすぐに溶け込むことが出来ました。当初、ASN

事務所内での、経理／会計事務が中心でしたが、徐々に送迎、営繕などの

福祉有償サービス部門の協力にも、参加させていただけるようになりました。 

送迎業務を実施するに先立ち、千葉県移送サービス連絡会主催の【福祉

有償運送セダン等運転者講習会】を

受講し、送迎とは何か、安全輸送とは

どのようなことか等を、経験させていた

だくことが出来ました。勿論、実際の業

務段階では、春夏秋冬、早朝夜間、近

距離遠距離、利用される方のニーズ

等、全て異なり、状況に応じていかに

対応すれば利用会員の満足を得られ

るか、私自身も常に勉強させていただいております。 

その後、営繕関係にも協力させていただけるようになり、利用会員からの

お困りごとに対応させていただいております。営繕と一口に言っても範囲は

広く、私の担当は、主として電気機器関係のトラブル修復対応が中心ですが、

その他にも水廻りのトラブルや、軽度の日曜大工的な業務にも携わっており

ます。 

高齢化社会の助け合いが、地域社会の潤滑剤になることは、古くから言

われています。私自身もその年齢に達しておりますが、今まで積み重ねてき

た経験を僅かでも活かすことが出来れば、ASN の一員として、また地域社会

の一員として、少しでも皆様の手助けになれば剤と考え、日常の業務に努め

ております。 

 

活活活躍躍躍すすするるる協協協力力力会会会員員員ののの紹紹紹介介介（（（８８８））） 

食食食事事事会会会ＧＧＧ   ４４４丁丁丁目目目正正正会会会員員員   藤藤藤田田田   典典典   

楽しい食事会のスタッフに参加して 12年 

 私は、市原市学校給食共同調理上に２２年余り勤務致しました。そんな経

験が私を後押ししてくれて、‘さわやかネットワーク’の食事会に参加させてい

ただく事になりました。 

 毎月第１と第３の木曜日に、お一人暮らしの方を対象に、食事スタッフの方

たちと心をこめて調理をし、召し上がって頂

いています。食事会にこられる会員のみな

さんは和やか雰囲気の中で、たのしいお話

しをしながらお食事をされています。 食後

は昔懐かしい歌を合唱しひと時を過ごされ

ています。 

 

ＡＳＮ会員を結ぶかわら版 第 87号  平成 28年 3月 1日 
特定非営利活動法人 

青葉台さわやかネットワーク 
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発行責任者 西原 清隆 
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事務所からのお願い 

有償サービス・協力会員の募集 
        お元気な高齢者のみなさんを歓迎いたします。 
 
 青葉台さわやかネットワークの有償ボランティア部門は、非常に

ご好評をいただいており、協力会員が不足しています。このため
に下記のサービス提供者（会員）を募集しています。知人等を是
非ご紹介下さい。会員の皆さんも気軽にご応募ください。 

 
① 庭木剪定部門（未経験者歓迎）   
② 福祉移送サービス          
③ 家事援助サービス      
④ 営繕、お困りごと （電気、水道、パソコン、その他） 

 
応募：まずはお気軽にお電話ください。協力会員として登録・体験して
頂きながら継続的な活動をお願いすることになります。 

 
ＡＳＮ事務所（☎６２－８２１５）へご連絡ください。 

担当：高柴 正義 

 
編集後記 次号は新緑の季節に発行の予定です。サービスを提供する協力会

員の皆さんはこの冬も頑張っておられました。助け合い活動に皆様のご協力を

お願いいたします。特に、地域の元気な 70歳代の皆様、ご協力ください（本名）  

年中行事として定着したイベントとして、11月の

さわやか祭り、12月の餅つき大会、1月の新年会

が盛大に行われます。その際にも食事会のスタッ

フは大活躍します。前日の朝から調理が始まり、

当日も大忙しです。みなさんから、いろいろな良い

案を出し合いながら腕を振るってご馳走を作りま

す。 

 私は食事会スタッフの中で、最年長クラスですが、若い皆さんの元気をもらいなが

らもう少し頑張りたいと思います。楽しい食事会、楽しい活動ですので、どうぞ初めて

の方も参加していただきたいと思います。 

 

２２２大大大イイイベベベンンントトトををを盛盛盛大大大ににに実実実施施施しししままましししたたた   

ご協力ありがとうございました。     副副副理理理事事事長長長   本本本名名名   幸幸幸作作作   

 

地域の皆さんのご協力を頂いて、今年も楽しく参加していただきました。晴

天にも恵まれ、笑顔がたくさんありました。アルバム的にご紹介します。 

 

【11 月 3 日（文化の日） さわやか祭り、中央公園】 

 

 

【12 月 23日（天皇誕生日）さわやか餅つき大会、中央公園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1月 17 日 さわやか新年会、青葉台自治会館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄寄寄付付付金金金ごごご支支支援援援者者者のののごごご紹紹紹介介介 

 青葉台さわやかネットワークは、地
元の商店、医院、企業の皆さんからもご

寄付頂いております。誠にありがたく、こ

の場をお借りして、感謝を申し上げます。 

 

青葉台地区  

やまだ整骨院 様 
地域のスポーツ少年・少女を支え 

る医療機関、青葉台の救急箱 

電話：0436-63-0015 

院長 山田 太一  様 

 

 

姉崎地区  

ひまわりクリニック 様 

地域を支えるお医者さん、病院 

電話：0436-60-1600 

院長 小林 弘忠 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新新新入入入会会会員員員のののごごご紹紹紹介介介………よよよろろろしししくくくおおお願願願いいいしししままますすす  

総計 800 名超になりました。 (敬称略、順不同、平成 28年 1月末現在)                          

27年 10月以降の新入会員 

（2丁目）中尾 高昭、山本 静子、佐藤 竹男、吉富 智子、 

（3丁目）古本 修一、（4丁目）米原 京子、（5丁目）俣木 静子、竹澤 實、 

（6丁目）吉成 美智子、荻原 進、（7丁目）明吉 美千恵、豊田 和夫、河邊 

厚子、箕輪 佳子、畦元 作二、畑 敏子、森 雄喜、山村 道子、金子 清、 

（8丁目・ダイア） 平山 日出男、中村 博典、（姉崎）利波 敏秋、山野辺香代

子、濵﨑 郁子、（畑木）大野 登志子 （椎津）齊藤 文子、（椎の木台）木村 

義人、濱田 由紀子、（ちはら台）田村 孝之、（五井）倉田 幸恵、（今津朝山）

粕谷 サナイ、平山 美鈴、（村上）大野 利子、（柏原）井口 やす 

おおお悔悔悔やややみみみ申申申ししし上上上げげげままますすす   

10月以降に亡くなられた会員（敬称略）  

池田陽子、大岩輝子、川副雄介、鈴木千代子、山口利道、 

 

院長小林先生とスタッフのみなさん 


