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「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。 

 
 

 秋も深まって

しでしょうか。

みやぎＮＰＯ

頼と共感を得て

のお手伝いとし

く会計講座』を

特に10月5

Ｏプラザとして

ての、ＮＰＯ法人

って必要不可欠

ＰＯがスムーズ

手続きをするた

～手続きと変更

でした。講師の永

人登記官に加え

ＰＯ活動促進室

島由貴さんから

と、二部構成の“

５名の受講者が

「うちの団体

わ…」とか、「設

が無いのよ…」

ださい。 

年度終了後、

ん、資産の増減

「法務局への変

下）が課せられ

その他にも、「

「年度末で理事

い場合はどうす

ことを学んだ講

これからの人

ランティア活動

ん。特に人気の
来て・見て、ＮＰＯプラザの講座へ！ 
まいりましたが、皆さまいかがお過ご

 

プラザは、皆さんの活動が、地域で信

、活動の継続と新たな展開を図るため

て、毎月『人材育成講座』と『らくら

開催しています。 

日に開催された人材育成講座は、ＮＰ

は初めて仙台法務局の登記官を招い

にと

な『Ｎ

に諸

めに

登記』

沢広

、県Ｎ

の宮

も「法人設立の手続き」

出前講座”。参加９団体１

真剣に耳を傾けました。 

は、役員の変更もないから関係ない

立登記をしたからあとは登記の必要

なんて思っている方は、お気をつけく

役員の再任・新任などの変更はもちろ

の変更は、毎年、手続きが必要です。

更登記などを怠ると過料（２０万円以

ることがある」と永沢さん。 

理事の責任は、いつから？」とか、

が辞めるとき、後任の理事が決まらな

るの？」など、普段はあまり考えない

座でした。 

材育成講座は、ＮＰＯ・市民活動・ボ

の身近なお手伝いとして見逃せませ

高いワークショップ講座は、受講翌日 

から “即、活かせる内容”になっています。 

たとえば、11月『想いを伝えるニュースレター・

編集のコツ』、12 月『ボランティアのためのリスク

マネジメント』、年が

明けたら、ＮＰＯ活動

に必要不可欠な資金

獲得のための『企画書

作成のコツ』や『プレ

ゼン成功のコツ』など

を予定しております。

お見逃しの無い様に。 

 その他にも、“らくらく会計講座”は、『効率的会計

処理の方法』『ツボをはずさない決算書の作り方』『Ｎ

ＰＯの税務』の３構成で、リピート講座となっ

ています。 

ちなみに11 月は16日(水)に初

級編「効率的会計処理の方法」を行

います。いつからでも参加できる分

かりやすい講座ですので、安心してお申

し込みください。 

これからも皆さんの活動に役立つ講座を開

催してまいりますので、ぜひ一度、受講してみてくだ

さい。スタッフ一同、心からお待ち致しております。 



貸事務室使用団体選考審査会 報告  
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みやぎＮＰＯプラザ 貸事務室使用団体決定！！ 

０月１２日(水)「貸事務室使用団体選考審

」が行われ、事務室(小)２部屋の入居団体

定しました。 

開で行われたヒアリングでは、応募した４

の活動内容や応募動機などの説明、選考委

の質疑応答が行われ、その後の審査で、次

団体が選考されました。 

定非営利活動法人 ＫＨＪ宮城県「タオ」 

きこもり、不登校、出社拒否、家庭内暴力

問題を抱える方々の問題解決や社会復帰を

し、セミナーや講演会等の開催、施設見学、

交換の場の提供を行っています。現在も引

きこもりに悩む人々が、次世代を担う希望あふ

れる人間として生活を営むことができる社会づ

くりをめざして活動中です。 

 

■みやぎ宅老連絡会 

 「宅老所」を運営するサービス事業者間でネ

ットワークを形成し、サービス内容の研究やサ

ービスの質を担保するための学習機会の確保な

ど、団体間の交流と、県内外への情報発信に取

り組み中です。大型施設ではなく、限りなく家

庭に近い生活の提供と、利用者のニーズに即し

たスピーディーなサービスづくりをめざしてい

ます。

礎研修 「人を生かすＮＰＯ」(石巻地域)  

日時：11 月 23 日(水) 10：00～16：00 

場所：石巻文化センター 

講師：大久保朝江氏 

(ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 代表理事) 

   後藤美香氏 

(ＮＰＯ法人日本コーチ協会東北チャプター代表) 

践研修 「ＮＰＯのリスクマネジメントとは？」 

(仙南地域・大河原)

日時：12 月 3日(土) 13：00～18：00 

場所：大河原町中央公民館 

講師：中原美香氏 

(ＮＰＯリスク・マネジメント・オフィス)

実践研修 「ＮＰＯのリスクマネジメントとは？」 

(大崎地域)

●日時：12 月 4日(日) 10：00～16：00 

●場所：古川市市民活動サポートセンター 

●講師：中原美香氏 

(ＮＰＯリスク・マネジメント・オフィス) 

礎研修 「想いを伝える企画書そして発信」 

(気仙沼・本吉地域)

日時：12 月 10 日(土) 10：00～16：00 

場所：宮城県気仙沼合同庁舎 

講師：大久保朝江氏 

(ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 代表理事)  

実践研修 「よくわかる会計講座」 

(仙南地域・白石)

●日時：12 月 11 日(日) 10：00～16：00 

●場所：白石キューブ 

●講師：平野由紀子氏(税理士) 

ＮＰＯマネジメント

セミナー

●申込締切：

●主 催：

●企画・実施：

●連 絡 先：

各講座開催日 10 日前 

宮城県 

ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 

ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる 

〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡５

みやぎＮＰＯプラザ No.6 

TEL：022-791-9323 FAX：022-791-9327

E-mail：yururu@miyagi-npo.gr.jp 

URL：http://www.yururu.com/ 

県内で活動しているＮＰＯ（法人格の

有無は不問）、市町村行政職員、これ

から団体を立ち上げようと考えてい

る方 など 

30 名（先着順・定員に達し次第締切）

無料 12/11(白石)のみ資料代 500 円

下記事項を明記し、FAX・E-mail・郵送

にて 

(1)講座タイトル&会場 (2)所属先名 
 ●対 象： 

 

 

 

●定 員： 

●受 講 料： 

●申込方法： 

 

 

(3)氏名 (4)性別 (5)年齢 (6)役職 

(7)住所 (8)TEL・FAX・E-mail 
 
平成17年度ＮＰＯマネジメント・サポート事業



ココを押さえておきたい ！ ＮＰＯ活動のお役立ち ！ 
 
 
 
 
 

 

｢ボランティアするときの

ルール」

ボランティアは、ＮＰＯにとって資金不足を補うもの

ではありません。地域のニーズを伝えてくれる重要な存

在です。一方、ボランティアにとっては、自分の時間と

能力をＮＰＯの活動に提供し、社会に貢献していること

を実感する機会でもあります。 

ボランティアは、ＮＰＯにとって資金不足を補うもの

ではありません。地域のニーズを伝えてくれる重要な存

在です。一方、ボランティアにとっては、自分の時間と

能力をＮＰＯの活動に提供し、社会に貢献していること

を実感する機会でもあります。 

自由に、できることを、できる時に、無理なく活動す

ることは、ボランティアを継続する上で重要です。 

自由に、できることを、できる時に、無理なく活動す

ることは、ボランティアを継続する上で重要です。 

しかし、受入れ側では、参加の仕方に不安を覚えるこ

ともあります。両者が信頼関係をつくり、気持ちよく活

動するために、次のルールを守りましょう。 

しかし、受入れ側では、参加の仕方に不安を覚えるこ

ともあります。両者が信頼関係をつくり、気持ちよく活

動するために、次のルールを守りましょう。 

【１】 自分に何ができるか、何がしたいかをＮＰＯ側に

伝えましょう。 

【１】 自分に何ができるか、何がしたいかをＮＰＯ側に

伝えましょう。 

【２】参加できる時間や曜日、地域なども伝えましょう。 【２】参加できる時間や曜日、地域なども伝えましょう。 

【３】活動中の仕事が自分にあまり適してないと感じた

ら、素直に話して断ることも必要です。 

【３】活動中の仕事が自分にあまり適してないと感じた

ら、素直に話して断ることも必要です。 

【４】 ＮＰＯや施設は、それぞれのミッションや方針を

もっていますので、その意向に沿った活動をする

よう務めましょう。理解できないときは、率直に

質問し、納得して進めること。 

【４】 ＮＰＯや施設は、それぞれのミッションや方針を

もっていますので、その意向に沿った活動をする

よう務めましょう。理解できないときは、率直に

質問し、納得して進めること。 

【５】 団体の雰囲気に溶け込み、他のボランティアやス

タッフとうまく協調しながら活動しましょう。 

【５】 団体の雰囲気に溶け込み、他のボランティアやス

タッフとうまく協調しながら活動しましょう。 

【６】 活動中に知り得たプライバシーに関する情報は、

決して外部に漏らさないこと。 

【６】 活動中に知り得たプライバシーに関する情報は、

決して外部に漏らさないこと。 

 【７】無償の活動であっても、約束は極力守り、もし、

変更する場合は、事前に余裕を持って連絡するこ

と。約束を守ることは社会のルールです。

 【７】無償の活動であっても、約束は極力守り、もし、

変更する場合は、事前に余裕を持って連絡するこ

と。約束を守ることは社会のルールです。
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 「ＮＰＯ

講演会

●日 時

●場 所

●講 師

●参加費

●主 催

●連絡先

    
は、明るく楽しく生きがいのあるヒューマン

造に向けて、地域の生涯学習活動に貢献する

に、平成３年９月に設立されました。当初は

ューマンライフの会」という名称でしたが、

６月の法人設立とともに、名称を変更しました。

会員は、みや

ぎ県民大学

「社会教育専

門指導者・生

涯学習指導・

支援者の各養

成講座」を修

了した方で構

成され、現在、

150名（男性66

名、女性84名）

です。 

は、明るく楽しく生きがいのあるヒューマン

造に向けて、地域の生涯学習活動に貢献する

に、平成３年９月に設立されました。当初は

ューマンライフの会」という名称でしたが、

６月の法人設立とともに、名称を変更しました。

会員は、みや

ぎ県民大学

「社会教育専

門指導者・生

涯学習指導・

支援者の各養

成講座」を修

了した方で構

成され、現在、

150名（男性66

名、女性84名）

です。 

昨年11月に事務所をNPOプラザ移転。団体の運営や対

外的な総務関係を事務所で行っており、理事会などはプ

ラザの会議室などを利用しています。 「生涯学習に関

する支援は、息が長くないとやっていけない、やっぱり

対外的な拠点がないとね。」と代表の小岩公彦さん。 

昨年11月に事務所をNPOプラザ移転。団体の運営や対

外的な総務関係を事務所で行っており、理事会などはプ

ラザの会議室などを利用しています。 「生涯学習に関

する支援は、息が長くないとやっていけない、やっぱり

対外的な拠点がないとね。」と代表の小岩公彦さん。 

この他、みやぎ県民大学の自主企画講座や大学開放講座

の運営など全36講座、コーヒー教室・ワイン教室といっ

た出前講座の企画・運営など、いくつになっても学べる

機会を提供しています。また、宮城県教育庁生涯学習課

が主催する事業に参加するなど、学びを支援するだけで

なく、自らも学びを実践しています。 

この他、みやぎ県民大学の自主企画講座や大学開放講座

の運営など全36講座、コーヒー教室・ワイン教室といっ

た出前講座の企画・運営など、いくつになっても学べる

機会を提供しています。また、宮城県教育庁生涯学習課

が主催する事業に参加するなど、学びを支援するだけで

なく、自らも学びを実践しています。 

法人 みやぎ生涯学習指導・支援センター」の巻

を
む
す
び
サ
ロ
ン 

開
催
の
お
知
ら
せ 

「障害者自立支援法ってなに？」 

：11月19日(土) 10：00～12：00 

：みやぎＮＰＯプラザ 交流サロン 

：田中 正博氏（旧姓 根来） 

(ＮＰＯ法人全国地域生活支援ネットワーク 代表理事) 

：500円  資料代（別途）：500円 

：地域生活も子ばなれもしよう会、ＮＰＯ法人福祉ネットＡＢＣ 

ＮＰＯ法人全国コミュニティライフサポートセンター（C.L.C） 

： C.L.C東日本（担当：目黒・井上） 

 TEL：022-719-9240  FAX：022-719-9251 

なんで支援費制度じゃ

いけないの？  

なんでわずかな給料や

年金から支払うの？ 

何かいい方向に変わっ

ていくことなの？ 

この際だからじっくり

聞いてみましょう。 

講演会終了後、

交流会あり 



 

、マッチングイベントを開催し

。つきましては「人材を求める

Ｏ」として参加する団体を募集

す。 
 
ＮＰＯの活動が地域で大きな成果を

あげています。しかし、未だ人材不足

に悩むＮＰＯが多くあることも事実

です。そこで、ＮＰＯ活動・ボランテ
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してみませんか？ ※ 県庁内の調査で回答者 684 名中

391 名が参加意志あり 

●日  時：2006 年 2 月 4 日（土） 13：00～15：00 

●場  所：宮城県庁行政庁舎 講堂(2F) 

●内  容：(1)団体から県職員向けのプレゼンテーション 

(１団体 10 分程度) 

 (2)参加団体と希望者の個別面談(30 分程度) 

●募集数：７団体(予定／応募多数の場合は審査) 

※応募団体すべてを宮城県のWeb サイトに掲載し広報 

●対  象：県内で活動するＮＰＯ・市民活動団体 

ボランティアグループ(法人格の有無不問) 

●応募方法：所定の申込書を E-mail で(FAX、郵送も可) 

 

 

 

 

7 月に公募した県遊休施設の利用団体が、下記の通り決定しました。 7 月に公募した県遊休施設の利用団体が、下記の通り決定しました。 

宮城野婦人寮（仙台市青葉区上愛子） ＮＰＯ法人宮城県断酒会 

利用計画：アルコール依存症者の自立生活支援、就労・社会復帰支援 など 

勾当台会館職員寮（仙台市青葉区八幡） ＮＰＯ法人仙台夜まわりグループ 

利用計画：無料低額宿泊所提供、路上生活者の自立支援 など 

白石高等学校校長宿舎（白石市） （社福）白石陽光園 

利用計画：知的障害者の地域生活移行 など 

■新規のＮＰＯ法人認証団体 （９月２７日～１０月１４日の期間） 

行政システム効率化支援機構 仙台市青葉区 ＩＴ関連技術による行政事務のコンサルティング事業等                  

学割ｎｅｔ 職業能力開発 仙台市泉区 若者向け出版物の発行に係わる情報サポート、進路指導ガイダンス等 

遺体修復保存普及センター 仙台市太白区 遺体修復保存に関する普及活動や情報提供等                 

マイホームとしくん家（ち） 仙台市青葉区 知的障害者のグループホーム，デイサービス事業等 

小規模多機能型生活支援室 エポック 仙台市宮城野区 地域生活支援センターの運営、小規模作業所の運営等                 

さわおとの森 宮城郡利府町 障害者・児に対する各種福祉サービス 

空飛ぶくぢらの会 仙台市若林区 保育所の運営等  

さぽーと・おるいず 黒川郡富谷町 知的障害者及びその家族の生活支援事業等 

 

 ■■■ １1月の催し ■■■ 

みやぎのＮＰＯに関する情報は、みやぎＮＰＯ情報ネットで！★  http ://www.miyag i-npo .gr . jp/  ★

宮城県環境生活部ＮＰＯ活動促進室（担当：小林、高橋）  

TEL：022-211-2522  FAX：022-211-2392 

E-mail：npo@pref.miyagi.jp    ｈｔｔｐ://www.pref.miyagi.jp/npo-seisyou/match.htm 

11/30(水) 
応募締切 

 

 

 

3日 木 ＮＰＯマネジメント・セミナー 19日 土 子どもの人権についての勉強会(19：00～ )

「認定ＮＰＯ法人になれる？」(10：00～ ) 学びのアカンパニー

宮城県　TEL：022-791‐9323 TEL：022-256-7977

6日 日 説明会＆個別相談会(13：00～ ) 19日 土 行政書士による無料相談会(9：30～ )

NPO法人ミヤギユースセンター 宮城県行政書士会　宮城野支部

TEL：022-256-7677 TEL：022-293-3056

12日 土 民話で考える子育て(13：00～ ) 25日 金 ★会計・労務・団体運営のNPO無料相談会

NPO法人ミヤギユースセンター 26日 土 交流分析入門セミナー(13：00～ )

TEL：022-256-7677 NPO法人仙台交流分析協会

13日 日 無料相談会(10：00～ ) TEL：022-253-3080

宮城県マンション管理士会 27日 日 無料相談会(13：00～ )

TEL：022-218-2003 宮城県マンション管理士会

16日 水 ★らくらく会計講座「効率的会計処理の方法」(13：00～ ) TEL：022-218-2003

17日 木 ★人材育成講座

「想いを伝えるニュースレター 編集のコツ」(13：30～ )

「★」印の催事は　主催：宮城県（みやぎＮＰＯプラザ）　
企画・実施：NPO法人杜の伝言板ゆるる　TEL：022-256-0505




