
□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

堺市市民活動コーナーメールマガジン 令和 3年度 vol.11 R3.09.01 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

堺市市民活動コーナーでは、堺市内における特定非営利活動法人や市民活動団体 

などに対し、ホームページや本メールマガジン及び、市民活動支援情報紙〝堺市市 

民活動コーナーNEWS″などを通じて、市民活動に関連する情報の発信を行ってい 

ます。 

 なお、本メールマガジンは、毎月 1 日、15 日に配信しています。 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

【動画で広報！スマホで出来る動画配信とその活用講座】 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

自分たちの団体や活動を広く知ってもらいませんか？ 

スマホを使った動画の活用法を知ることで、広報のさらなる方法を学びます。 

活動の紹介、一緒に活動してくれるボランティア・協力者の募集など分かりやすく 

動画配信で伝えられるようになりましょう。 

スマホで動画の作り方や上手に撮影するコツ、配信方法を学びませんか。 

 

日時：2021 年 10 月 8 日（金） 10：00～11：30 

場所：フェニーチェ堺 3 階 文化交流室 B 堺市堺区翁橋町 2-1-1 

講師：プロダクションレキシブ代表 ミナミシゲユキ氏 

締切：2021 年 10 月 6日（水） 

定員：20名（残席わずか） 

参加無料 

新型コロナウイルス感染拡大の状況をふまえ、開催方法をオンラインに変更させていただ

く場合がございます。 

ご理解とご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

【問い合わせ・申し込み】 

堺市市民活動コーナー 

住所：〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2番 1 号（堺市総合福祉会館 2 階） 

TEL：072-228-8348 FAX：072-228-8352 

E-mail：sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

新型コロナウイルスの感染症に関する NPO法人向けの情報について 

mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp


■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

新型コロナウイルス感染症に関連する NPO法人向けの情報を堺市市民活動コー 

ナーHP や市 HP（NPOで検索）に掲載していますので、ご参照ください。 

※感染拡大状況等で内容が変更になる可能性があります。 

 

堺市市民活動コーナーのホームページ URL 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

新型コロナウイルスの感染拡大に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の 

運用について 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

 

●内閣府 NPO ホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に係るＮＰＯ法Ｑ＆Ａ」 

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の開催について 

内閣府ＮＰＯホームページにＱ＆Ａが掲載されています。 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa 

 

●堺市ホームページ「新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員 

総会の開催方法等について」 

社員総会を開催しづらい場合の代替策について記載しています。 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/nposoukai.html 

 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る堺市市民活動コーナーの利用について 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

 ＮＰＯ法人の設立・運営等のご相談は受け付けておりますが、新型コロナウイル 

ス感染拡大の状況に鑑み、極力お電話・メール・オンラインでのご相談をお願い致 

します。 

 

■お問い合わせ電話番号 

T E L：０７２－２２８－８３４８ 

■お問い合わせメール 

メール：sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

 

＝お問合わせフォーマット＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/npo/nposoukai.html
mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp


■団体名： 

■氏名： 

■連絡先： 

■メールアドレス： 

■案件（簡略にお書きください。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

利用者の皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力いた 

だきますようお願い致します。 

 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

堺市市民活動コーナーをご活用ください！  

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

堺市市民活動コーナーでは、NPO 法人の設立・運営や認定 NPO 法人取得につい 

て、相談を受けています。堺市への届け出書類の作成支援や書類の確認、定款変更 

や役員変更に関する相談等も行っております。 

また、相談内容に応じて会計、税務、労務、資金計画などの各分野における専門 

家（行政書士・会計士等）による専門家相談も随時実施しております。 

疑問や質問等ございましたら、気軽にご相談下さい。 

 

＝相談等に関するお問い合わせ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

堺市市民活動コーナー 

住所：〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2番 1 号（堺市総合福祉会館 2 階） 

TEL：072-228-8348 FAX：072-228-8352 

E-mail：sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

URL:https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■――――――――――――――――――――――――――――――――――――□ 

助成金情報  新規の助成金情報をお知らせします 

□――――――――――――――――――――――――――――――――――――■ 

財団法人や民間企業等の助成金情報です。 

 

【国際協力】1 件 

助成金名：多文化共生のまちづくり促進事業 

実施団体：一般財団法人 自治体国際化協会 

mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/index.html


募集終了：2021年 9 月 30 日 

URL：http://www.clair.or.jp/j/multiculture/kokusai/page_8.html 

 

【全分野】2 件 

①助成金名：IT 導入補助金 3 次募集 

実施団体：経済産業省 

募集終了：2021年 9 月 30 日 

URL：https://www.it-hojo.jp/ 

 

②助成金名：2021 年度 日本郵便年賀寄付金 社会貢献事業への配分公募 

実施団体：郵便局 

募集終了：2021年 11月 6 日 

URL：https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html 

 

【環境保全】5 件 

①助成金名：2021 年 こくみん共済 coop 地域貢献助成 

実施団体：こくみん共済 coop  

募集終了：2021年 9 月 30 日 

URL：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei.html  

 

②助成金名：2022 年度 環境市民活動助成「地域美化助成」 

実施団体：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

募集終了：2021年 10月 10 日 

URL：https://www.7midori.org/josei/ 

 

 

③助成金名：2022 年度募集「水辺の大型鳥類保護部門」「鳥類保護団体への活動助成部門」 

実施団体：公益信託 サントリー世界愛鳥基金 

募集終了：2021年 10月 15 日 

URL：http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html 

 

④助成金名：2022 年度 環境市民活動助成「活動助成」「NPO 基盤強化助成」 

実施団体：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

募集終了：2021年 10月 31 日 

URL：https://www.7midori.org/josei/ 

 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/kokusai/page_8.html
https://www.it-hojo.jp/
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei.html
https://www.7midori.org/josei/
http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html
https://www.7midori.org/josei/


⑤助成金名：2022 年度 河川基金助成「川づくり団体部門」 

実施団体：公益財団法人 河川財団 

募集終了：2021年 11月 15 日 

URL：https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html 

 

【学術・文化・芸術・スポーツ】1 件 

助成金名：2022 年度 音楽活動への助成 

実施団体：公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 

募集終了：2021年 10月 14 日 

URL：https://micro.rohm.com/jp/rmf/recruitment/subsidy/index.html 

 

【災害救援】2 件 

①助成金名：JR 西日本あんしん社会財団「AED訓練器等助成」 

実施団体：公益財団法人 JR 西日本あんしん社会財団 

募集終了：2021年 10月 31 日 

URL：https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/aed/ 

 

②助成金名：2021 年度 年度内募集 

実施団体：公益財団法人 日本財団 

募集終了：2022年 3 月 31 日 

URL：https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/year 

 

【まちづくり】1 件 

助成金名：令和 3 年度 高速道路利用・観光・地域連携推進プラン  

実施団体： 一般財団法人 国土計画協会 

募集終了：2021年 11月 1 日 

URL：https://www.kok.or.jp/project/highwayplan.html  

 

現在募集中の助成金については、下記ホームページにてご確認ください。 

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/chiiki/shien_shisetsu/shimin_katsudou/siminnkatudouko-na-joseikinn.html 

 

◆＝市民活動・NPO に関する情報等をお寄せください＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◆ 

◆＜配 信 元＞堺市市民活動コーナー 

 〒590-0078 堺市堺区南瓦町 2 番 1号（堺市総合福祉会館 2 階） 

 T E L：072-228-8348 / FAX：072-228-8352 

◆＜発  行＞堺市市民人権局市民生活部市民協働課 
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◆＜企画編集＞認定 NPO 法人大阪 NPO センター http://osakanpo-center.com/  

登録変更・解除はこちらまでお願いします→E-mail:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp 

◆＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◆ 

http://osakanpo-center.com/
mailto:sakai-npo@fancy.ocn.ne.jp

