◆名誉顧問：広瀬勝貞（大分県知事）
(理 事)
◆理事長 ：鶴田浩一郎 (ＮＰＯ法人ハットウ・オンパク 理事長)
◆副理事長：利満廣志 (大分合同新聞社 専務取締役)
◆業務執行理事：岡 正美（おおいた共創基金 事務局長）
岡田 正彦 (大分大学高等教育開発センター 教授)
後藤 素子 (大分県消費生活・男女共同参画プラザ 所長)
仲道 美衣 （特定非営利活動法人 おおいた子ども劇場 理事長）
(監 事)
井田 雅貴 (弁護士法人リブラ 弁護士)
秦野 晃郎 (秦野晃郎税理士・公認会計士事務所 公認会計士)
(評議員)
伊藤真由美 （大分市 市民部長）
梅野 雅子 (ＮＰＯ法人郷土伝統芸能保存会 理事長)
桑野 和泉 (一般社団法人湯布院温泉観光協会 会長)
権藤 淳 （(㈱豊和銀行 頭取)
柴田 尚子 （大分県 生活環境部長）
鍋田 耕作 (日本文理大学 准教授)
村井 雄司 (モバイルクリエイト㈱ 代表取締役)
森竹 嗣夫 （大分商工会議所 専務理事）
山本眞壽美 (ＮＰＯ法人さわやか佐伯 理事長)
横山 研治 (立命館アジア太平洋大学 副学長)
※五十音順、敬称略
２０１７年１1 月 1 日現在

めじろん共創応援基金
NO.10

２０１7（Ｈ29）．11

ＮＥＷＳ
「めじろん共創応援基金」は、み
なさまからのご寄附により、ボ
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◆第 1 回 チャレンジセミナー開催！

テーマ：『ＮＰＯのための「ブランディング」を
学ぼう！』
平成 29 年 6 月 8 日（木）13 時より、大分銀行宗麟館５Ｆ
大会議室にて開催しました。
講師に、兵庫県の中間支援団体でもある、ＮＰＯ法人シ
ミンズシーズ事務局長の柏木輝恵氏をお招きし、同法人が
制作した本「ＮＰＯのための想いを伝わる言葉にするワー
クブック」を元に、講義とワークショップを行い、ブランディン
グの基本から、団体の理念を整理し、団体の想いを伝わる
言葉に変えていく方法を学びました。

動

報

告
◆ＮＰＯ基礎講座（夏）を開催！

◆“出張相談会”を開催！
ての解説から法人設立、運営に関すること、会計につい

①協働について
ＮＰＯ法改正についての解説

てなどの個別相談会を実施しました。

都合により開催延期となりました。

①南部地域（佐伯市） 4 月 21 日（金）
②西部地域（日田市） 4 月 28 日（金）
③北部地域（宇佐市） 5 月 12 日（金）

②会計編（初級（簿記の基本）

本年度は、県内 3 地域に出張し、ＮＰＯ法改正につい

7 月 14 日（金）18：00～20：30
会場：ライフパル（夜間開催）
講師：染矢尭志氏（税理士）

③会計編（実践編）
（活動計算書の作成、税務関係の基礎）
7 月 27 日（木）13：00～16：30
講師：齋藤正行氏（税理士・運営アドバイザー）
④会計編（資金調達編）
（ＮＰＯに関わる“お金”の基礎知識）
8 月 10 日（木）13：00～16：30
講師： 二宮基陽氏（中小企業診断士・運営アドバイザー）
乙吉健太氏（日本政策金融公庫大分支店）
生野修二（大分県信用保証協会）

おおいたＮＰＯ博にブースを出展︕︕
平成２９年９月３０日（土）に大分市主催で開催された「おおいたＮＰＯ博」」

平成２９年度いきいきセカンドライフ・インターンシップ
平成２９年１０月３１日（火）に、社会福祉法人大分県社会福祉協議会、大
分県ボランティア連絡協議会と共催で、
「いきいきセカンドライフ・インター

は、さまざまな地域課題の解決に取り組むＮＰＯ団体等の取り組みを大分市⺠

ンシップ」を開催しました。記念講演として月間⽣涯教育通信「風の便り」編

に知ってもらうために、ＪＲ大分駅府内中央広場にて開催されましたが、「め

集⻑の三浦誠⼀郎氏が、
「⽣き甲斐に溢れるセカンドライフに向けて」と題し、

じろん基⾦」もブースを出展しました。「おおいたＮＰＯ博」には、大分市内

健康寿命の処方は、「読み、書き、体操、ボランティア」で、そのためには、

を中心にさまざまな活動に取り組む３０団体が参加しましたが、ステージ発表

「社会から離れず」、
「楽をせず」、
「活動を続ける」ことが必要性だということ

やパネル展示、ワークショップや物品販売などで日頃の活動をＰＲしていまし

を、自分の体験談を織り交ぜながらユーモアーたっぷりに話をされ、多くの聴

た。『めじろん基⾦』もＰＲ用のちらしとティッシュ等も配布しながら募⾦も

衆を魅了していました。その後、４つのＮＰＯ団体等による日頃の活動発表も

呼びかけました。会場は、多くの来場者で賑わい、基⾦にも善意の募⾦をいた

⾏われました。会場には、当基⾦も含め 16 のＮＰＯ団体等がブースを出展

だき大変ありがとうございました。

し、活動内容等をＰＲし、中には、来場者が気に入った団体に、インターンシ
ップ（就業体験）を申し込んでいた人もいました。

おおいたボランティア・ＮＰＯセンター

平成２９年度

講座・セミナー今後の予定

おおいたボランティア・ＮＰＯセンターでは、ＮＰＯ団体の基盤強化のための講座・セミナーを開催いたします。
ＮＰＯ団体のみなさま、ＮＰＯ活動に興味のある方、これから設立を考えている方のご参加をお待ちしております！

◎現在参加募集中のセミナー・講座◎

（お申込みは、メール・FAX・電話にて受付中！）

■第 2 回 チャレンジセミナー 【寄付月間関連企画】
おおいたボランティア・ＮＰＯセンター×大分市市民活動・消費生活センター 主催

『ＮＰＯのためのノウハウを学ぼう！
「ファンドレイジング」セミナー』
【日 時】平成 29 年 12 月 6 日（水）
〔第 1 部〕14：00～17：00〔第 2 部〕18：00～20：00
【場 所】大分市市民活動・消費生活センター（ライフパル）
【講 師】徳永洋子氏（ファンドレイジング・ラボ代表）
〔第 1 部〕

Ⅱ.意見交換「実践者に直接聞いてみよう！」

～助成事業の申請から事業報告まで（初心者向け）
平成 30 年 1 月 26 日（金）13：00～16：30

10 名限定

②効果的なチラシ作成
平成 30 年 2 月 6 日（木）13：00～16：30

Ⅱ.実践体験：“街頭募金活動”を体験してみよう！！
Ⅰ.クラウドファンディング事例発表（3 団体）

①プレゼンテーションでの「伝えるコツ」

（会場）大分県総合社会福祉会館３Ｆ

Ⅰ.基調講演：『ファンドレイジングに成功するポイントを学ぶ！！』
〔第 2 部〕

■ＮＰＯ基礎講座（冬） 広報編 （すべて参加無料）

（会場）大分県総合社会福祉会館３Ｆ

③Ｗｅｂを使った広報（ｆｅｃｅｂｏｏｋ初心者）
平成 30 年 2 月 16 日（金）13：00～16：00

参加費
無 料

15 名程度

15 名限定

（会場）ホルトホール大分 405 号

■会計フォローアップ 13：30～16：00
３月上旬 ・事前予約制（５団体限定）

平成２９年度 ＮＰＯ基盤強化支援事業
『めじろん共創基金』では、ＮＰＯ団体が、寄付金集めのノウハウを身につけることによりその基盤強化に取り組み、継続的に活動できることを目的に、期間
中に基金と連携して集めた寄付金と同額の助成金（但し、１０万円が限度）が支給される事業への募集を行い、３つのＮＰＯ団体に本事業を実施していただく
ことになりました。

平成２9 年 9 月１日から平成３０年２月９日までの間に、様々な方法で募金集めを行いま
すので、是非ともご協力をお願いします。詳細につきましては、基金のホームページ

（http://www.mejiron.org/ja/archives/3820）を参照してくださ
NPO 法人アースディ中津
●住所：〒871-0004 中津市大字上如水 1365 番地
●TEL：0979-22-0963
●FAX：0979-22-0963
●担当者：須賀 要子（すが かなこ）
●活動内容：子ども達に引き継ぐより良い地球環境
を守るため、環境啓発や地域活性化並びに世代間
交流等の催しを「楽しみながら」行なうことにより、自
然環境と社会環境の持続可能な循環型社会を目指
しています。
●本事業の内容：寄付金をより多く集めることによ
り、様々な世代が環境をキーワードに繋がることので
きる場所である「コミュニティスペース山望庵」の運営
を行います。そこでは、次世代育成ボランティア研修
会、環境に関する上映会や講演会、地産地消のカフ
ェ、お洋服の交換会などを開催します。

NPO 法人子育て応援
レストラン
●住所：〒870-0108 大分市三佐 3-2-1
●電話：097-529-7777 ●FAX：097-523-2990
●担当者：若林 優子(わかばやし ゆうこ)
●活動内容：ひとり親家庭を取り巻く環境の悪化によ
り、子ども達を取り巻く環境は厳しさを増しています
が、地域と力を合わせ、子ども食堂・無料リサイクル・
親子ふれあい教室・粉ミルク無料配布等の事業を行
うなど、地域貢献活動を行っています。
●本事業の内容：寄付金を多く集めることにより、現
在月１度開催している子ども食堂を複数回開催した
いと思っています。

NPO 団体佐伯地区ＢＢＳ会
●住所：〒876-0856 佐伯市中村北町 10-23
●電話：080-2709-9352
●担当者：福島 婦美子(ふくしま ふみこ)
●活動内容：毎年、青少年健全育成活動を行っ
ています。収穫のよろこび、人とのふれあいの中
で健全な子供が育ってゆくとの理念のもと、地域
の子供達と「ふれ愛のいも畑」で苗植えから収穫
まで行っています。また、地域の少子化対策の
一助になればと婚活イベントも併せて行っていま
す。
●本事業の内容：「ふれ愛のいも畑」及び婚活イ
ベントの案内チラシの作成や老朽化した器具類
の買い替えのために集めた寄付金を使いたいと
思っています。
法

