
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主主主主にににに設立設立設立設立後後後後 1111 年年年年～～～～3333 年年年年をををを経過経過経過経過したしたしたした NPONPONPONPO 法人法人法人法人をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした    

平成平成平成平成 24242424 年度千葉県県民活動促進事業年度千葉県県民活動促進事業年度千葉県県民活動促進事業年度千葉県県民活動促進事業「「「「県民活動基盤強化事業県民活動基盤強化事業県民活動基盤強化事業県民活動基盤強化事業」」」」    

主にＮＰＯ法人設立後 1 年～3 年経過したＮＰＯ法人を対象とした活動基盤強化講習会活動基盤強化講習会活動基盤強化講習会活動基盤強化講習会（個別相談会、専門家派遣を含む） 

千葉年内にはおおよそ 1700 の NPO 法人があり、そのうち 500 団体は発足 1年未満～3年の団

体です。社会の諸問題の解決のために志を持って発足した NPO が、地域にしっかり根をはり、

社会から信頼され、持続して社会に貢献することが願いであり、求められています。 

日常的な活動に役立ち、NPO に必要な基盤を強化する講習会を丁寧にわかりやすく開きます。 

希望に応じて個別相談や専門家派遣もいたします。ふるってご参加ください。【参加費無料】 

 

● 募集団体数：４0 団体、流山市または千葉市会場のどちらかを選ぶ。 (団体での複数参加が望ましい) 

● 6 回すべての講習会への参加が基本です。やむを得ない場合ご相談ください。 

● 開講時に標準開示フォーマットを、終了後に報告書を提出していただきます。（第 1 回講習会で説明） 

 

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先・・・・申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先：：：：特定非営利活動法人子特定非営利活動法人子特定非営利活動法人子特定非営利活動法人子どもどもどもども劇場千葉県劇場千葉県劇場千葉県劇場千葉県センターセンターセンターセンター        

〒260-0031 千葉市中央区新千葉 2-17-6 ｻﾝｺｰﾄ新千葉 102 号 

TEL:043-301-7262 FAX:043-301-7263  E-mail:kidchiba@lily.ocn.ne.jp URLhttp://chiba.gekijou.org/ 

第第第第１１１１回回回回    

【千葉市会場】 

日時：8 月 30 日（木）13：00～16：30 

場所：千葉市民会館 第 1・2 会議室 

【流山市会場】 

日時：8 月 31 日（金）13：00～16：30 

場所：流山市民活動推進センター 

    大会議室 

 

●事業説明とオリエンテーションがあります 

 

第第第第 2222 回回回回    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにとにとにとにとってってってって強強強強いいいい味方味方味方味方になるになるになるになる    

情報発信情報発信情報発信情報発信 

 

講師：（株）トライワープ代表 

虎岩雅明 

パソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使ってってってって    

facebookfacebookfacebookfacebook ややややブログブログブログブログ等等等等をををを    

はじめようはじめようはじめようはじめよう！！！！    

 

講師：（株）トライワープ 

湯浅寛美 糸井裕香子 

【千葉市会場】 

日時：9 月 13 日（木）10：30～16：30 

場所：（株）トライワープパソコン教室 

 

日時：9 月 20 日（木）10：30～16：30 

場所：（株）トライワープパソコン教室 

 

第第第第 3333 回回回回    

NPONPONPONPO のののの信頼性信頼性信頼性信頼性のののの向上向上向上向上にににに    

つながるつながるつながるつながる情報開示情報開示情報開示情報開示    

 

パソコンパソコンパソコンパソコンをををを使使使使ってちばのってちばのってちばのってちばの WAWAWAWA！！！！    

ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトへのへのへのへの登録登録登録登録 

講師：（特）ＮＰＯクラブ 

志村はるみ 鍋島洋子 

【千葉市会場】 

日時：9月12日（水）13：00～16：30 

    9月18日（火）13：00～16：30 

     9月25日（火）13：00～16：30 

 

場所：千葉市生涯学習センター 

地下 1Ｆ パソコン学習室 

 

第第第第 4444 回回回回    

＜会計の基礎編と会計処理の実際＞ 

会計会計会計会計のののの日常処理日常処理日常処理日常処理・・・・帳簿記帳帳簿記帳帳簿記帳帳簿記帳    

決算処理決算処理決算処理決算処理・・・・所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁へのへのへのへの提出書提出書提出書提出書類類類類    

講師：税理士 加藤達郎 

 

複式簿記複式簿記複式簿記複式簿記をををを実際実際実際実際にやってみようにやってみようにやってみようにやってみよう！！！！    

講師：（特）ＮＰＯクラブ 

加藤達郎  伊庭洋司  田沼淳子 

【流山市会場】 

日時：９月 24 日（月）10：30～16：30 

場所：流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ A101 

【千葉市会場】 

日時：９月 26 日（水）10：30～16：30 

場所：千葉市民会館 第 1・2 会議室 

 

第第第第 5555 回回回回    

＜＜＜＜NPONPONPONPO 法改正法改正法改正法改正とととと NPONPONPONPO 会計基準会計基準会計基準会計基準ののののマスターマスターマスターマスター＞＞＞＞    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法改正法改正法改正法改正のののの内容内容内容内容ととととＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会計会計会計会計    

基準基準基準基準のののの趣旨趣旨趣旨趣旨とととと概要概要概要概要    税務税務税務税務    

講師：税理士 加藤達郎 

    

活動計算書活動計算書活動計算書活動計算書・・・・貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表・・・・注記注記注記注記をををを    

つくってみようつくってみようつくってみようつくってみよう！！！！        

講師：（特）ＮＰＯクラブ 

 加藤達郎 伊庭洋司 田沼淳子 

【千葉市会場】 

日時：11 月 5 日（月）10：00～15：30 

場所：千葉市民会館 第 1・2 会議室 

【流山市会場】 

日時：11 月 6 日（火）10：00～15：30 

場所：流山市民活動推進センター 

    大会議室予定 

 

●支援対象団体（参加団体）へのヒアリ

ングを行います。 

【流山市会場】 

日時：10 月 11 日（木）10：30～16：30 

場所：流山市民活動推進センター 

    大会議室予定  

【千葉市会場】 

日時：10 月 12 日（金）10：30～16：30 

場所：千葉市民会館 第 3・4 会議室 

＜＜＜＜NPONPONPONPO ののののリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理＞＞＞＞    

安心安心安心安心してしてしてして活動活動活動活動するためにするためにするためにするために    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯでのでのでのでのリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理をををを学学学学ぼうぼうぼうぼう    

講師：社会保険労務士 石井敏則 

 

第第第第 6666 回回回回    



●講師紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●会場への行き方 【詳しい会場地図は第 1 回の講習会でお渡しします。または web で検索】 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 FAX:043-301-7263   E-mail:kidchiba@lily.ocn.ne.jp  

●申し込み方法 

「「「「県民活動基盤強化事業県民活動基盤強化事業県民活動基盤強化事業県民活動基盤強化事業」」」」講習会講習会講習会講習会    参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みみみみ書書書書                                                月月月月                日日日日                                                                                                                        

団体名団体名団体名団体名        参加者名参加者名参加者名参加者名        

団体住所団体住所団体住所団体住所    〒 団体団体団体団体 TELTELTELTEL・・・・FAXFAXFAXFAX        

参加者連絡先参加者連絡先参加者連絡先参加者連絡先ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ        団体団体団体団体mailmailmailmailアドレスアドレスアドレスアドレス        

携帯携帯携帯携帯番号番号番号番号        

希望会場希望会場希望会場希望会場（どちらかに○）    千葉市会場 流山市会場 PCPCPCPCmailmailmailmail アドレスアドレスアドレスアドレス        

❉虎岩雅明さん 

(株)トライワープ代表取締役。 

パソコン教室を通じて生まれた、世代を超えた繋がり地域 SNS「西千

葉あみっぴぃ」をリリース。2012 年､株式会社トライワープとし、ICT

時代を暮らしやすくする事業を多面的に展開し､全国からの講演依頼

を精力的にこなしている。 

 

❉湯浅寛美さん  

(株)トライワープ職員。 

2004年、特定非営利活動法人TRYWARP設立時からかかわり、現在パソ

コンライフサポート事業部に所属し、シニアを対象としたパソコン教

室の運営、企画・開発､講師・アシスタントの育成等を担当。 

 

❉糸井裕香子さん 
(株)トライワープ職員。 

シニアを対象としたパソコン教室（西千葉校）にてシニア向け講習の

講師を行う。また、放送大学千葉学習センターにてパソコン講座のア

シスタントを担当。 

 

❉志村はるみさん 

NPO クラブ事務局。 

広報全般を担当し、ＮＰＯが信頼と支援を得るための情報発信支援に

力を入れている。行政主催の「市民活動団体の広報」をテーマにした

講座の講師を担当している。 

 

 

 

 

千葉千葉千葉千葉市民会館市民会館市民会館市民会館     

〒260-0017 千葉市中央区要町１－１ 

TEL.043-224-2431  Fax.043-224-2439  

JR 千葉駅･京成千葉駅から徒歩 7分。 

京成千葉駅・JR 千葉駅東口からふくろう交番を通り

過ぎ、線路を左に直進すると左手に市民会館がある。 

申し込み締め切り ８月 １０ 日(金) このまま切らずにＦＡＸかメールで申し込んでください。 

千葉市生涯学習千葉市生涯学習千葉市生涯学習千葉市生涯学習センターセンターセンターセンター 

〒260-0045 千葉市中央区弁天 3丁目 7番 7号 

 TEL. 043(207)5811(代)   FAX. 043(207)5812 

＊JR 千葉駅東口から高架をくぐり、右方向の階段へ。

10 円まんじゅう屋さんの信号を渡り、なだらかな

坂道を直進すると右手にセンターがある、東口また

は北口から徒歩 8 分 
＊千葉都市モノレール「千葉公園駅」から徒歩 5 分 
＊JR 千葉駅北口から、千葉内陸バス「千葉駅東口」

行で「中央図書館・生涯学習センター」下車 

流山流山流山流山生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター &  &  &  & 流山市民活動推進流山市民活動推進流山市民活動推進流山市民活動推進センターセンターセンターセンター 

流山市生涯学習センターと流山市民活動推進センターは同じ

建物にある。 

●流山市生涯学習センター  

〒270-0153 千葉県流山市中 110 番地 TEL 04-7150-7474 

●流山市民活動推進センター  

〒270-0153 千葉県流山市中 110 番地 C館３Ｆ 

  TEL.04-7150-4355 FAX.04-7150-8878 

つくばつくばつくばつくばエクスプレスエクスプレスエクスプレスエクスプレス    流山流山流山流山セントラルパークセントラルパークセントラルパークセントラルパーク駅下車駅下車駅下車駅下車    徒歩徒歩徒歩徒歩３３３３分分分分    

※改札を出て左手にみえる赤茶色の大きな建物です。 

（（（（株株株株））））トライワープトライワープトライワープトライワープ        

〒260-0044 千葉市中央区松波 2-18-8 新葉ビル２F 

TRL.043-306-7088 FAX.043-306-3588 

＊JR 西千葉駅北口から徒歩 5 分。北口バスターミナルの右側

の信号を渡り、ゆりの木商店街を右にして道なりに歩くと、自

転車屋さんがありその２階。（左側は千葉大学） 

❉鍋島洋子さん 

NPO クラブ事務局長。 

市民主体のまちづくりを進めるための取り組みにおいて、コーディネ

ーター役を務める。また、複数の市で、「市民参加・協働」「地域づ

くり」「市民活動団体の広報」をテーマにした講座の講師を担当。 

 

❉加藤達郎さん 

税理士 

平成 8年税理士登録(千葉県税理士会所属) 

現在､加藤達郎税理士事務所所長､ＮＰＯクラブ｢専門家相談ネットワ

ーク｣部会長｡ 

 

❉伊庭洋司さん 

NPO クラブ理事 

平成 16 年～NPO クラブ相談担当スタッフ。企業の監査役スタッフを務

め、会計・法人運営などの相談経験が豊富。会計・事業報告書作成講座

の講師を務める。 

 

❉田沼淳子さん 

NPO クラブ事務局。 

会計担当、講座担当として、ＮＰＯクラブの会計処理、ＮＰＯの会計

講座企画や会計相談に従事。 

 
❉石井敏則さん 

社会保険労務士 

現在、精神障害者を支援する NPO 法人の労務管理及び支援を行うほ

か、NPO クラブ専門家相談ネットワークメンバーとして NPO の労務・

リスク管理講座を担当。NPO の労務・リスク管理講座を開いている。 
 


