
履歴事項全部 証 明書

東京都八王子市久保山町一丁 目9番地 18
特定非営利活動法人イルファー

会社法人等番号 0101-05-001573

名 称 特定非営利活動法人イルファー

主たる事務所 東京都八王子市久保山町一丁目9番地 18

法人成立の年月 日 平成 23年 10月 7日

目的等 この法人は、広 く国内外 (主に日本国、ケニア共和国)の一般市民及び医療

従事者を対象 とし、教育活動、啓発活動を通じHIV/AIDSへ の理解を深

め、更には医療活動、研究活動を通 じ、将来の医療従事者 (医学生、看護学生

なども含む)の育成、ケニア現地医療従事者の教育、それに続くHIV/Al
DS医療体制の構築ならびに改善をめざす。また、活動を通じ、日本人シエア

医療従事者に社会貢献の場を提供するとともに、これらシエア医療従事者を通
じHIV/AIDS患 者への更なる支援、現地医療体制の充実による更なる医

療の恩恵の提供を図る。

この法人は、上記の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2 社会教育の推進を図る活動

3 国際協力の活動

4 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動
この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として

次の事業を行う。

l HIV/AIDSに 関する教育活動、啓発活動
2 HIV/AIDSに 関する医療活動、研究活動、教育活動、啓発活動の

活動者及び活動支援者の確保、活動資金・必要物資の調達

3 HIV/AIDSの 医療活動、研究活動、教育活動、啓発活動を行 う団

体との情報交換及びネッワークの構築

4 ケニアにおけるHIV/AIDS医 療体制の構築

5 ケニアにおける無料診療活動

6 ケニアの子供の生活支援活動及び教育支援活動

7 ケニアにおけるHIV/AIDS患 者の雇用機会の拡充の支援
この法人は、次のその他の事業を行 う。

1 ケニアの民芸品の販売

2 寄付された物品の販売

3 ケニアにおけるボランティア医療活動体験機会提供事業

この法人は、

①ケニアにおけるHIV/AIDSモ デル医療体制の構築をめざし、患者のフ

ォローアップを継続、拡大し、その資料をもとに現地医療施設へ真のエイズ

医療のあり方の浸透を図る。

②結果としてケニアのHIV/AIDS患 者へのエイズ医療の恩恵を提供する

とともに、

③広く国内外 (主に日本国、ケニア共和国)の一般市民及び医療従事者の、H
IV/AIDSへ の理解を深める。
この法人は、上記の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
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社会教育の推進を図る活動

国際協力の活動

(4)前各項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。

(1)HIV/AIDSに 関する教育活動、啓発活動

(2)HIV/AIDSに 関する学びの場、活動の場の提供

(3)HIV/AIDSの 医療活動、研究活動、教育活動、啓発活動を行う団

体との情報交換及びネッワークの構築

(4)ケニアにおけるHIV/AIDS医 療体制の構築

(5)ケニアにおける無料診療活動
| (6)ケ ニアの子供の生活支援活動及び教育支援活動

(7)ケニアにおけるHIV/AIDS患 者の雇用機会の拡充の支援

(8)その他上記の目的を達成するために必要な事業

平成 25年  4月  6日変更  平成 25年  4月  9日登記

役員に関する事項

東京都杉並区下高井戸四丁目 19番 3号

理 事 片 柳 佐 智 子

東京都八王子市久保山町一丁目9番地 18

東京都八王子市久保山町一丁 目9番地 18 平成 24年  6月 11日 重任

平成 25年  4月  9日 登記

東京都世田谷区北烏山三丁目 19番 15号

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  6月 19日 登記

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  6月 19日登記

東京都杉並区永福一丁目36番 6号
小 林 龍 雄

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  6月 19日 登言己
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米国ニューヨーク州ニューヨーク市 リバーサイ

ドドライプ560番 2P
理事      稲 田 頼 太 郎

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  6月 19日 登記

東京都世田谷区北鳥山三丁目 19番 15号
理事      細 淵 健 一 郎

神奈川県川崎市多摩区菅仙谷一丁目 12番 62

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  6月 19日 登記

米国ニュージャージー州ウッドランドパーク市

ザーコンウエイ 20番

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  6月 19日 登記

米国ニューヨーク州ニューヨーク市 リバーサイ

ドドライブ 560番 2P
理事      稲 田 頼 太 郎

平成 25年  4月  6日就任

平成 25年  4月  9日登記

北海道釧路市入江町 7番 2504号
理事      宮 城 島 拓 人

平成 25年  4月  6日 就任

平成 25年  4月  9日 登記

平成 25年  4月  6日 就任

平成 25年  4月  9日登記

資産の総額

金 322万 2786円
平成 24年  3月 31日 変更  平成 24年  6月 19日 登記

平成 23年 10月  7日登記
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これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明
した書面である。

平成 25年  5月  2日
東京法務局八王子支局

登記官
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