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創設者　平尾昌晃

法人設立２０周年を迎えて「理事長ご挨拶」

２０２1年度実施「寄贈事業」のご報告

２０２2年度 活動ご支援のお願い

TOPICS

認定NPO法人「平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金」の活動に温かい

ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

昨年は当法人、認定更新の年にあたり東京都の審査の結果、認定の更新が

承認されましたことをまずはご報告申し上げます。（２０２１年より５年間）

長引くコロナ禍で、私共の活動も自粛せざるを得ない状況が続いて

おりますが、各企業の皆様、賛助会員、寄付者の皆様のご支援により、

2021年度も「寄贈事業」を実施させていただきました。

引き続き一日も早い感染症の終息と、音楽を通して「感動・勇気・元気」を

全国にお届けできる日を心から願いながら、皆様のご支援のもと

福祉活動を続けてまいります。

2022年度も引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021年度  ご支援の御礼・ご報告

平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金認定NPO法人

PUBLICATION



法人設立２０周年を迎えて
2022年度も、
ご支援よろしくお願い申し上げます。

日頃より、私共の福祉活動にご支援、ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

またこの度、所轄官庁・東京都より認定更新の決定をいただきました。

これも偏に支えてくださっている皆様のお陰でございます。

これからの５年間も充実した活動が行えるよう、役員一同一丸となって当法人の福祉の輪を広げて

参りたいと思います。

さて、創設者・平尾昌晃が1975年頃より音楽やスポーツを通して続けてきた福祉活動ですが、

2002年に東京都の認証を得てNPO法人となってから今年で20周年を迎えました。

2011年には国税庁より認定を受け「認定NPO法人」となり現在に至ります。

音楽家であった創設者は、「音楽には、年齢・性別・国境・障がいは関係なく、メロディー・リズム・

ハーモニーは、まさに社会の協調の基礎であり、当法人の活動の根幹を示すものだ」との言葉を

遺しています。

平尾昌晃が生涯取り組んできた「音楽を通しての福祉活動」を皆様にご理解いただき、さらに

恒久的な活動を広げていくために今後とも継続的なご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
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2021年度

寄贈事業の実施
2021年 11月実施

社会福祉法人　伸生会
神奈川県平塚市

① SHURE（シュア） SVX288/PG28
ワイヤレスマイク２本セット

寄贈品

寄贈先

［3セット］

2021年 12月実施

社会福祉法人愛の会
特別養護老人ホーム双葉陽だまり館
茨城県水戸市

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

ゼンオンミュージックベル・シルバー
27音スペシャルセット ZMB-S
国産手作り 本格皮 和太鼓 巴
65号バチ2本付き
ONETONE カリンバ 17キー
マホガニー材 OTKL-02/MH
スズキ ウッドブロック SW-113
マイネル パーカッション カエル
ギロ
マイネル ミニジャンベ
HDJ5-XXS Python Design
【国内正規品】
コキリコ OP-KOKI01　　　　　　

寄贈品

寄贈先

［1セット］

［6セット］

［10セット］

［4セット］
［5セット］

［5セット］

［2セット］

医療法人健甦会 介護老人保健施設
小美玉敬愛の杜
茨城県小美玉市

①

②

③

④

⑤

和太鼓
長胴太鼓1.4尺 エックス台座付き
和太鼓
平太鼓1.0尺 立台座付き
三耳祭鉦（当り鉦）
40号・45号
鈴木楽器製作所
当り鉦本鹿バチ
ダンスタンバリン楽器

寄贈品

寄贈先

［1セット］

［5セット］

［各1セット］

［2セット］

［20個］

株式会社ハートピア 介護付有料老人ホーム
ケアホーム常陸国府館
茨城県石岡市

寄贈品

寄贈先

①

②

③

④

⑤
⑥

拡声器大音量 ワイヤレスマイク
スピーカー セット
40W ワイヤレスマイク2本付
ゼンオンミュージックベル・シルバー　
27音スペシャルセット　ZMB-S
ローランド Roland 電子キーボード 
GO PIANO 88
（キーボード椅子/ケース/スタンド付）
KIKUTANI/キクタニ CN-1
木製カスタネット【smtb-TK】
鈴木楽器リングベル10個セット
本皮仕様ウッドフレームタンバリン  
HOSCO ホスコ 8インチ
木製フレーム

［1セット］

［1セット］

［1セット］

［20個］

［1セット］
［4セット］

2022年 3月実施

寄贈品

寄贈先

① 電子ピアノ 88鍵盤 KORG B2SP BK
専用スタンド、3本ペダルユニット、椅子、ヘッド
ホン、電子ピアノカバー セット

介護付有料老人ホームうらら一之江
東京都江戸川区

介護付有料老人ホームうらら練馬
東京都練馬区

① 電子ピアノ 88鍵盤 KORG B2SP BK寄贈品

寄贈先

専用スタンド、3本ペダルユニット、椅子、
ヘッドホン、電子ピアノカバー セット

［1セット］

［1セット］

② KC ハンドベル
23音 ミュージックベル ハンドベル
※曲集付き教則本 専用ケースセット

［5セット］

福祉コンサートの開催や慰問活動を自粛している今、少しでも施設内で、音と触れ合い、

音楽で心豊かにお過ごしいただきたく、２０２１年度も「寄贈活動」を行いました。

各施設様に、ご希望の楽器や音楽・音響関連機器などを寄贈させていただきました。

ともに歌い、
     ともに笑い、
         ともに元気に

歌と音楽の力で、
社会福祉に貢献します



認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援する為に税制上設けられた
措置として、一定の要件を満たすNPO法人に対し、国税庁長官が認定を行う制度でした。その後、法改正により、
平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、実施されています。

平成23年（2011年）所轄官庁より、それまでの活動実績の評価とその運営組織や事業活動が適正であり、かつ
公益の増進に資すと“認定法人”に認められました。

寄付金、賛助会員で支払った年分の所得控除として寄付金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか
有利な方を選択することができます。
また、上記に加え個人住民税の控除を受けることができます。

【所得控除】の場合 （36,000円－2,000円）＝34,000円の控除
【税額控除】の場合 （36,000円－2,000円）×40％＝13,600円の控除
　　　　　　　　　　　※その年分の所得税額２５％相当額を限度とします。

【住民税】（36,000円－2,000円）×10％＝3,400円

認定NPO法人の要件のひとつに、毎年3,000円以上の賛助会員ならびに寄付者の支援が
100名以上あることが条件づけられており、皆様より毎年継続してご支援をいただけることが
大きな支えとなっております。
2021年度賛助会員の皆様、またこれまでにご寄付賜りました皆様におかれましては、2022年度の
私どもの活動に引き続きご継続・ご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

《賛助会員》 ご継続のお願い
《新規会員》 ご紹介のお願い
《 ご 寄 付 》 のお願い
※Webサイトからも直接お申込みいただけます。

三井住友銀行 六本木支店 普通口座 7459965
特定非営利活動法人 平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金

振込口座

ゆうちょ銀行 振替口座 00130-9-718685
特定非営利活動法人 平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金

振込口座当基金の事業を賛助するために入会した個人および団体

個人会員 ： 年会費
法人会員 ： 年会費

3,000円以上
30,000円以上

※賛助会員の会費は税制上の寄付金扱いとなります。

当基金の活動に賛同し、ご支援いただける方からの寄付を募っております。
寄付金は、3,000円以上の受付とさせていただきます。

ご継続、新規ご入会（賛助会員）のお願い

ご支援（寄付）のお願い

2022年4月1日より、当法人の新年度がスタートいたします。

特定非営利活動法人「平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金」は認定NPO法人です

認定NPO
法 人 制 度

平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金
認定NPO法人

mail@love-harmony.or.jp http://www.love-harmony.or.jp

〒104-0045　東京都中央区築地6-1-10 築地USビル4F
Tel. 03-6260-6224　　　　　Fax. 03-6260-6235

2022年度
活動ご支援の
お願い

例） 毎月3,000円（年間36,000円）を寄付

※詳しくは東京都生活文化局のホームページをご覧ください。

※詳しくは、「国税庁ホームページ」 または、最寄りの税務署へお問い合わせください。

認定NPO法人である当法人は、税制優遇の対象となります。


