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編　集：特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

「One to One」は、県内各地でのさまざまなNPO活動により、ひととひととが信頼でつな
がって、よりよい市民社会が形成されるよう願いを込めたニューズレターです。

新規のNPO法人認証団体（平成18年３月25日～４月30日の期間）

団体名 住所 活動内容

〒983-0851  宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡５
TEL：022-256-0505　FAX：022-256-0533
e-mail：miyagi-npo.gr.jp
http://www.miyagi-npo.gr.jp/

せんだい杜の子ども劇場

ハンス・バーガー協会

ブレストケアeジャパン

東北内分泌研究会

介護サービス非営利団体ネットワークみやぎ

ゆめつむぎ

支援の会ピース宮城

日本ケアフィットサービス協会東北

みやぎ・せんだい中途失聴難聴者協会

みやぎ宅老連絡会

仙台市泉区泉中央四丁目17番地１

岩沼市北長谷字畑向山南27番地４

仙台市青葉区国分町一丁目６番15号�

　　　　　　　　オクダビル３階

仙台市青葉区星陵町２番１号

仙台市青葉区柏木一丁目２番45号

仙台市若林区一本杉町３番12

仙台市宮城野区原町五丁目３番46号

仙台市青葉区錦町二丁目１番３号

亘理郡亘理町逢隈牛袋字舘内91番地

仙台市宮城野区榴ヶ岡５番地

子どもの芸術文化体験事業、子育て支援事業等

てんかんを持つ方のグループホーム及び小規模作業所の運営

乳がん早期発見啓発活動等

内分泌代謝学の啓蒙事業等

介護保険法で義務づけられた「情報の公表」の調査，第三者委
員苦情相談窓口の開設等

居宅介護支援・ケアプラン作成等，障がい者，高齢者，児童
と家族及び支援者との情報交換等

ホームレス及び障害者の人々に対する生活支援等

ケアフィッター（介助士）育成講座・研修会の開催，ケアフィット
マークの発行に伴う店舗・事業所の認定等

中途失聴者・難聴者等の社会参加促進に関する事業等

宅老所及び在宅サービスの質の向上に関する事業等

熱いおもいを胸に、ミッションの達成に向けて走

り続ける毎日。「あれ、これはどうすればいいの

？」とか「思った通りにいかないな？」と思うこ

と、ありませんか？　

�自分たちが暮らし、働く地域や社会をもっと良く

していこう！とのひとりひとりのおもいから始ま

るＮＰＯ。アイディアの話し合いや現場の活動で

は、気持ちもノリノリ手応え充分と、あたかも順

風満帆、ノープロブレムのように見えながら、お

金の計算や書類づくりはちょっと…というＮＰＯ、

実は、結構多いのではないでしょうか。もともと

書類づくりや金勘定をしたくて始めた活動ではな

いので、さもありなん、と言いつつも、ちょっと

待った！......です。

�そもそもが地域や社会をより良くするために、と

始めた活動。より大きな成果を獲得するには、団

体の関係者ばかりでなく、地域の住民や行政、と

きには企業とも理解しあい、協力しあう関係づく

りが必要です。

�日々の会計処理や節目ごとの関係機関への手続き、

団体のおもいを届ける広報活動、アイディアやプ

ランを伝えるための企画書づくりなど、必要な手

続きとともに、自分たちの団体をより正しく伝え、

理解してもらうための努力は、避けて通ることの

できない重要な取り組みです。

�「そこにあるのは壁ではない、扉だ！」というＣ

Ｍのナレーションのごとく、ちょっと苦手な作業

も、自分たちの手を煩わせる壁ではなく、ミッシ

ョン達成の道へとつながる扉と考え、取り組み直

してみませんか。

�プラザでは、ＮＰＯのさまざまなチカラづけの機

会として、専門家や他のＮＰＯからの協力も得な

がら、「会計・税務」と「人材育成」の２つのテ

ーマで講座を開催します。それぞれ、必要なテー

マの回に参加できるようになっていますので、団

体の必要に応じて、プラザの講座を、ぜひ、活用

してみてください。地道ながらもミッション達成

への道筋が、きっと見えてくるハズです。

プラザの講座で、目の前の壁を扉に変えてみませんか！

�※ 各講座の詳細については、プラザまでお問い合わせください。尚、上記の内容はすべて予定ですので、
　 開催時期や内容は変更になる場合がございますのでご留意ください。

�※ 各講座の開催時にFAXまたはE-mailでご案内いたします。ご希望の団体は、ご連絡先と担当者名をプ 
　 ラザまでお知らせください。

�《らくらく会計講座》

� ５月　ＮＰＯの会計初級講座

� ６月　会計ソフトあれこれ　　　　　　　　　　　

� ７月　帳簿をつける

� ８月　証憑書類の仕方　　　　　　　　　　　　　

� ９月　資金管理者と実務者の関係

10月　中間決算書を見る　　　　　　　　　　　

11月　税金講座（収益事業の法人税）

12月　How  to 源泉徴収と納税　　　　　　　

� １月　消費税講座�

� ２月　会計監査を体験

 ３月　収支決算書の作り方

《人材育成講座》

� ５月　行政職員のためのＮＰＯ理解講座

� ６月　ＮＰＯの労務　　　　　　　　　　　　

� ７月　ボランティア・マネジメント

� ８月　アンケートの作り方　　　　　　　　　

� ９月　ボランティア・マッチング会

10月　ＮＰＯ法人の設立� 　　　　　　　

11月　ＮＰＯ法人の登記�

12月　うまい会議の進め方� 　　　　　　

� １月　巷のチラシから学ぶ広報�

� ２月　事例から学ぶうまい運営

 ３月　企画書そして報告書の書き方

平成１８年度 みやぎＮＰＯプラザの講座実施予定（５月以降）

日　時：５月30日（火）13：30～15：30

会　場：みやぎＮＰＯプラザ　第１会議室

講　師：大久保朝江（NPO法人杜の伝言板ゆるる代表理事）�

対　象：宮城県内の市町村行政職員および関心のある方

定　員：20名　

資料代：800円

日　時：6月14日（水）13：30～16：30

会　場：みやぎＮＰＯプラザ　第2会議室

講　師：瀧谷和隆（税理士・NPO法人エーピーアイ・ジャパン代表理事）�

�対　象：会計ソフトを活用したいＮＰＯ

定　員：15名　

資料代：1,000円

主　 催：宮城県(みやぎＮＰＯプラザ)

企画・実施：（特活）杜の伝言版ゆるる

【問合せ・申込先】みやぎNPOプラザ

TEL：022-256-0505�　FAX：022-256-0533�　E-mail：npo@miyagi-npo.gr.jp�

「情報チーム日誌」「助成金情報」
「NPOプラザの近況」
が更新されます。�

ぜひ訪問してみてください。

　
　
　

プ
ラ
ザ
か
ら
の
お
知
ら
せ

弥生・会計王などNPOが使える会計ソフトを紹介会計ソフトあれこれ

行政職員のためのNPO理解講座

＠ブログ版『みやぎＮＰＯ情報ネット』がスタート！

http://npoplaza.sakura.ne.jp/blog
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