
 

                            ともに生きる地域社会を 

特定非営利活動法人 ゆいの会 

ゆい通信 
平成３０年１０月 ＮＯ．７６ 

 

あなたもゆいの会に参画しませんか？ 

一年前よりゆい通信にて寄付（認定 NPO 法人取得に向けた）のお願いをして参りました。 

認定 NPO 法人制度とは、NPO の活動を支援するために、税制上の優遇措置として設けられ

た制度です。認定 NPO 法人への寄付者には、税制優遇があります。たとえば、個人が寄付し

た場合、金額に応じて所得税と住民税が減額して課税されます（寄付金控除となり確定申告

が必要)。相続した財産を寄付すると、その分相続税の課税対象にならない「相続財産寄付」

もあります。また、企業が寄付をした場合にも特別損金算入ができる為、社会に利益を還元

したいと考える企業にとってメリットがあります。 

NPO 法人が所管庁から「認定 NPO 法人」として認められるためには、高い公益性と法令等

を遵守した適正な組織運営であるか、情報公開を適正に行っているか、などの他に「パブリ

ックサポート」と呼ばれる基準があります。これは、広く市民から支援を受けているかどう

かを判断するもので、事業年度中の寄付金の総額が 3000 円以上である寄付者の数が、年平

均 100 人以上あることが求められます（毎年）。ゆいの会は多くの皆様に支えられ、このパ

ブリックサポートの基準を 2 年続けて満たすことができました。近日中に認定 NPO 法人の申

請を行う予定です。 

認定 NPO を目指す意義ですが、①法人に関する情報を寄付していただいた方はもとより、

利害関 係者を含め広く一般市民へ情報を公開する事で、法人の基盤強化を図ることができ

ます。しかも認定された後も認定基準を維持し続ける必要があるため、法令等を遵守した適

正な組織として法人を強化することができます。②ご寄付いただいている皆様にお返しがで

きず、申し訳なく思っておりましたが、前述の通り税制上の優遇が受けられることになりま

す。 

今後も多くの方々にゆいの会の活動の趣旨に賛同頂き、寄付という形で活動に参画してい

ただくべく更に活動を PR し、タイムリーに様々な情報を公開してまいりますので、ご支援

ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

主な活動報告

【６月】

1,15日 サービスラーニング打ち合わせ

４日 知多市生活支援協議体委員会

６日 第１９回定時総会

11,18,25日 みんなの居場所・ｻﾛﾝづくり学習会

１２日 地域ケア会議

１５日 第１回安全運転講習会

１８日 介護保険事業所研修会

１９日 移動支援学習会

２５日 第３回　ケア会議

第３回　運営委員会

２７日 知多市障がい者自立支援協議会

【７月】

９日 愛知県ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ連絡協議会

　サービス提供責任者研修会

１１日 知多市内ヘルパー事業所交換会

11,12日 1,2層SC先進地視察(平塚・秦野市）

１４日 市民がつくる暮らしのたすけあいﾌｫｰﾗﾑ

１９日 東部地区民生・児童委員現場視察研修

地域活動現場見学ツアー

２３日 第４回　ケア会議

第４回　運営委員会

サポートちた理事会

２６日 第１回保健福祉審議会

３０日 １５８回　理事会

介護保険指定事業者講習会

21日～9/1 夏休みこども体験講座

（さをり20名、習字12名、絵てがみ

3名、手芸7名､ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄ4名､ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑ

22名、陶芸22名､ﾊﾞｽﾎﾞﾑ作り13名

ｸｯｷｰ作り21名）

【８月】

６日 福祉教育セミナー「ともに生きる」を

実現するために～障害福祉と福祉教育～

７日 青少年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入(知多翔洋高)　２名

市会議員福祉部会研修会

２０日 金城学院大生体験活動受入　４名

21-24,28日 日福大ｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞ　４名

２１日 青少年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入(八幡中)　１名

２３日 名短生インターンシップ受入　２名

第５回　ケア会議

23,24日 ボランティア受入(日福大)　１名

２７日 第５回　運営委員会

３０日 青少年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入(知多翔洋高)　３名

（平成３０年６月～８月）

発行 特定非営利活動法人ゆいの会 
〒478-0017 

愛知県知多市新知字西屋敷 22 番地２ 

TEL ０５６２－３２－５９０６ 

   ０５６２－３２－５９３６ 

FAX ０５６２－３２－５９８４ 

URL: http://www.yui.npo-jp.net 

e-mail : yuinokai@aroma.ocn.ne.jp 

多くの方からご寄付をいただきありがとうございました。 

引き続き寄付金を募っております。ご協力をお願い致します。 

振込先は以下の通りです。ゆうちょ銀行の場合は手数料不要の振込用紙が事務所に 

ございますのでお声かけください。直接事務局でも受け付けています。 

 ご寄付ありがとうございました 
大切に使わせていただきます 

堂地久子、小島美江、加藤康子、濱田謙二 

高橋克己 

清掃用品 片山さちこ （敬称略） 

会員状況（平成30年9月30日現在）

協力会員 67 人

利用会員 164 人

ふれあい会員 59 人

賛助会員 22 人

合計 312 人

活動実績 6月 7月 8月

たすけあい活動 261.5 284.3 264.8 時間

移送 245 234 250 回

配食サービス 588 621 507 食

施設ボランティア 17 21 16 人

ゆいサロン 42 41 42 人

さをり織り 97 99 40 人

陶芸 62 65 51 人

自立支援（パソコン） 10 19 10 人

パッチワーク 12 11 0 人

こどもの創作ひろば 5 5 5 人

介護保険　訪問介護 55 53 52 件

277.00 279.00 263.00 時間

障害福祉サービス 344.00 344.00 263.50 時間

９月末マックスバリュの黄色いﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝで 

４,４００円を寄贈いただきました。事務所で 

使用するﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰとﾎﾞｯｸｽﾃｨｯｼｭを購入させて 

いただきました。皆様のご協力ありがとうござい 

ました。今後もよろしくお願い致します。 

振込み先 支店名 種類 口座番号

知多信用金庫 知多支店 普通 ００４６３８３

三菱UFJ銀行 知多支店 普通 １３８６１４６

東海ろうきん 東海支店 普通 ４４９８１８７

ゆうちょ銀行

口　座　名

特定非営利活動法人 ゆいの会　 記号 １２１８０　口座番号 ８０７３４２２１　

特定非営利活動法人　ゆいの会

特定非営利活動法人　ゆいの会

特定非営利活動法人　ゆいの会

mailto:yuinokai@aroma.ocn.ne.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474684142/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTc3MS5wbmc-/RS=^ADBK6ydbXojJ5M8CftwASct6H4Bqp8-;_ylt=A2RinFttk.RXIkAAAQsdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/kiku/sozaitext/03.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/kiku/sozaitext/03.htm


                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みこども体験講座 20１８.7.21～9.1  

今年で４回目になるこの講座。リピーターさんをはじめ、初めてゆいの会を訪れるお子さんから 

たくさんの申し込みがあって、どの講座も子供たちの元気な声と笑顔で事務所がにぎやかに 

なりました。 

 

 

 

 

リピーターさんも勤労文化会館主催の 

子供向けイベントに、今回もさをり織りと 

陶芸のブースを出しました。 

 

ヘルパー、ドライバー、調理員急募！ 

＊ヘルパー（資格の有無問いません） 

＊お弁当配達や病院の送迎（７５歳位まで） 

＊お弁当の調理 

をしてくださる方を急募しています。 

また、会の会員が新しい方を紹介してくれた 

場合、紹介した人された人両者に 

謝礼５０００円があります。 

（条件があります） 

詳しくは事務局までお問合わせください。 

【手芸】 

【陶芸】 

【絵てがみ】 

【さをり織り】 

【パステルアート】 

【ハーバリウム】 

【クッキー作り】 

催しのお知らせ〈場所の記載がないものはゆいの会にて開催〉 

 

【習字】 

【バスボム作り】 

＊陶芸・パッチワーク・絵てがみ展 2018年 10月 17日（水）～19日（金）10～１６時 

どなたでも自由に見学できます。コーヒーとお菓子のセット（￥２００）もあります。 

＊学習会 『これからどうする？こうしたい！地域の助けあい』 

2018年 10月 22日(月)・１１月 6日(火)・１１月 13日(火) 10～１２時 

〈全３回。１回だけの参加も可〉 

福祉活動センター研修室にて。参加希望者はゆいの会までお申し込み下さい。 

（☎ 0562-32-5906） 

＊福祉フェスティバル 2018年 10月 27日(土)・2８日(日) 

知多市市民体育館にて。ゆいの会のブース、さをり織り体験コーナーあります。 

＊高齢者お楽しみ会  2018年 11月 11日(日) 

*さをり織り展示即売会 2018年 11月 30日(金)～12月 2日(日) 

*大掃除        2018年 12月 28日(金) 

*年末年始休み     2018年 12月 29日(土)～2019年 1月 3日(木) 

 

 

 

 

今回から、ゆいの会で活動している様々な

分野の人に、日頃思っていることや自分の

趣味など自由に綴っていただくコーナーを

設けました。第１回はゆい膳のお弁当配達

をしている内田文夫さんです。 

ヘアバンドとポンポンを 

作ったよ！ 

ヘルパー研修会・骨の健康と骨密度測定 2018.8.26 

 最近、拙宅近くのスーパーが閉店しまし

た。これにより全国あちこちで問題になっ

ている買い物弱者(難民)の出現が起きまし

た。 

幸い我が家は私が車に乗れるので不都合

はないのですが、いつどんな状況で運転で

きなくなるかわかりません。早急なコミュ

ニティバスの増便の必要性を痛感する次第

です。 

『乗客が少ないから便を増やせない』ので

はなく、『便が少ないから乗客が増えない』

とどうして考えることができないのでしょ

うか？近隣を見渡すと他人事とは思えない

ないのです。 

＊このたびの平成３０年北海道胆振東部地震により被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げます＊ 

骨の健康を保つ運動を教えてもらいました 結果に一喜一憂！？ 

javascript:_view('https://mmgjapan.encom.jp/pc/mgkazari_kei/view.html?d_goods=kckaa016');

