★講習会・講演会の開催事業（岐阜県委託）

多様化する地域・社会の課題を解決していく主体として、東日本大震災の復興支援からも NPO 法人
やボランティア団体の活躍は目覚ましく、また期待されているところです。このセミナーでは、これ
まで行政が担ってきた公共サービスを、行政だけでなく NPO や企業などが公共の担い手となり、
セクターを超えて持続可能な社会を築くためのスキルアップをめざします。

参加無料
※全セミナー１３：３０～ （２時間程度）

．．

今さら聞けない非営利の会計のキソ！
● 11 月 23 日（水・祝）
講師

鳥居
奈木

多治見市産業文化センター

中会議室

翼 (鳥居翼税理士事務所 所長 名古屋税理士会 NPO 支援専門研究員)

● 11 月 26 日（土）
講師

☆ご都合のよい日にち・会場にご参加ください

高山市民文化会館 4－9 会議室

良平 (奈木良平税理士事務所 所長 名古屋税理士会 NPO 支援専門研究員)

NPO 会計の基準策定などホットな話題！
● 2012 年 1 月 16 日（月）ふれあい福寿会館 中会議室

講師

脇坂

誠也 （脇坂税務会計事務所 所長 NPO 法人 NPO 会計税務専門家ﾈｯﾄﾜｰｸ 副理事長)

資金集めのコツ！

企業とつながる！

● 12 月 6 日（火） レクチャー&質疑応答

☆各回の内容は同じです(予定)

多治見市産業文化センター

● 2012 年 1 月 24 日（火）

講師 木村 真樹

美濃加茂市生涯学習センター 404 研修室

（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾕｰｽ･ﾊﾞﾝｸ momo 代表理事）

● 2012 年 1 月 26 日（木）

講師 中尾 さゆり

ソフトピアジャパン 中会議室 3

講師 関戸

中会議室

（NPO 法人ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ 相談事業部長）

美惠子

● 12 月 12 日（月） ワークショップ

(一般社団法人 SR 連携プラットフォーム 代表理事)

各務原市産業文化センター

第 4 研修室

講師 木村 真樹

裏面につづきます

（敬称略）
〔お問合せ・申込み〕ＮＰＯ法人 ぎふＮＰＯセンター

企業も行政も NPO も

CB・SB・CSR ってなに？
● 11 月 11 日（金）
岐阜市民会館

ホームページなどで 団体をみえる化しよう！

社会的責任を果たす

● 12 月 14 日（水）

地域づくりをめざして

大集会室

ふれあい福寿会館

新しい公共集合！（内容は未定)

講師 織田 元樹

● 2012 年 3 月 10 日（土）
じゅうろくプラザ

講師

403 小会議室

（NPO 法人ボラみみより情報局 代表）

小会議室

● 2012 年 1 月 18 日（水）

関戸 美惠子

美濃加茂市生涯学習センター

（一般社団法人 SR 連携プラットフォーム 代表理事）

402 研修室

講師 和田 あすか
（認定 NPO 法人ソムニード イラストレーター）

●各会場へのアクセス
各務原市産業文化センター

各務原市那加桜町 2 丁目 186

岐阜市民会館

岐阜市美江寺町 2 丁目 6 番地

名鉄 各務原線「各務原市役所前」より徒歩すぐ
岐阜バス「市民会館前」「市民会館・裁判所前」 下車
岐阜バス「県総合庁舎前」 下車、徒歩５分

じゅうろくプラザ

岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11

JR「岐阜」隣接、徒歩 2 分

ソフトピアジャパン

大垣市加賀野４丁目１番地７

JR「大垣」から車で 8 分。バスで 10 分

高山市民文化会館

高山市昭和町 1-188-1

JR「高山」より徒歩すぐ

多治見市産業文化センター

多治見市新町 1 丁目 23 番地

JR 中央線「多治見」下車、市役所方面に徒歩 15 分

ハートフルスクエアーＧ

岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 23

JR「岐阜」より徒歩 2 分(駅構内から 2F の連絡通路で)

ふれあい福寿会館(県民ふれあい会館)

岐阜市薮田南 5 丁目 14 番 53 号

JR 岐阜駅(北口)より岐阜バスで約 20 分

美濃加茂市生涯学習センター

JR「美濃太田」南口より徒歩 約 15 分、美濃加茂

美濃加茂市太田町 3425-1
(旧美濃加茂市中央公民館)

市役所 東隣り

お問合せ・申込み
〒500-8384

特定非営利活動法人 ぎふＮＰＯセンター

岐阜市薮田南 5-14-12

TEL 058-275-9739

岐阜県シンクタンク庁舎 3 階

FAX 058-275-9738

E-mail：gifu@npo-jp.net

※この事業は、新しい公共支援基金を活用して、岐阜県から NPO 法人ぎふ NPO センターが受託した事業です。

講習会・講演会

参加申込書

申込み

ＦAX ０５８－２７５－９７３８

氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）
所

属

住

所

☆事前にお申込みください。

〒

電話番号
参加希望日
〈○で囲んでください〉

携帯電話
会計

11/23

11/26

1/16

企業との協働

1/24 1/26

ファンド

12/6

12/12

広報

12/14 1/18

SR

11/11 3/10

レイジング

参加の動機

☆満席になった場合は、ご連絡させていただきます。

