
事務局員として必要なスキル事務局員として必要なスキル事務局員として必要なスキル事務局員として必要なスキル・知識を身につけ、事務能力向上をめざす！・知識を身につけ、事務能力向上をめざす！・知識を身につけ、事務能力向上をめざす！・知識を身につけ、事務能力向上をめざす！    

NPONPONPONPO 法人事務法人事務法人事務法人事務局局局局    

セミナーのセミナーのセミナーのセミナーのごごごご案内案内案内案内    

NPO 法人に必要な事務手続きについて、手続きや作業への理解と実行力をのばすことに力点を置いた実践

的なセミナーを開催いたします。 

NPO 法人職員としての心構え、人に聞かれても自信を持って答えられる NPO の基礎知識、各庁への提出書

類作成事務、雇用手続きと給与計算、経理事務の基礎知識と実践テクニック、お悩みに沿った様々なセミナ

ー８回に分けて開催いたします。 

 

◆◆◆◆NPONPONPONPO 法人事務法人事務法人事務法人事務局セミナー局セミナー局セミナー局セミナー実施計画のご紹介実施計画のご紹介実施計画のご紹介実施計画のご紹介◆◆◆◆    

    

●事務局セミナー実施計画（平成 25 年度） 

開催月開催月開催月開催月日日日日    テーマテーマテーマテーマ    内内内内                    容容容容    

 6 月 18 日(火)13:00～16:00 NPO 基礎 NPO 職員の心構え、NPO の基礎知識 

 7 月 16 日(火)13:00～16:00 定款と登記手続き 定款の読み方、法務局手続き 

 8 月 20 日(火)13:00～16:00 情報開示 NPO 法人の情報開示義務 

 9 月 17 日(火)13:00～16:00 雇用と給与計算 実務的な雇用に関する事務 

10 月 15 日(火)13:00～16:00 庶務 備品管理とファイリングのコツ 

11 月 19 日(火)13:00～16:00 年末調整 年末調整事務 

 1 月 21 日(火)13:00～16:00 会計 日常的な経理業務の基礎、演習 

 2 月 18 日(火)13:00～16:00 所轄庁手続、決算事務 決算書作成、活動計算書作成 

 

●開催場所 … ゆうあいセンター 岡山市北区南方 2-13-1 ☎086-231-0532 

                 （駐車場がございませんので、公共交通機関でお越しください） 

●参加料 … 全講座セット 一般：２４，０００円  会員：１２，０００円 （1 団体 2 名様までにつき） 

各会参加    一般： ３，０００円   会員： １，５００円 （1 回 1 名につき） 

●こんな方におすすめ … NPO 法人で事務を担当するスタッフの方、これからスタッフになろうとする方 

＜お問い合わせ・お申込み先＞＜お問い合わせ・お申込み先＞＜お問い合わせ・お申込み先＞＜お問い合わせ・お申込み先＞    

特定非営利活動法人岡山特定非営利活動法人岡山特定非営利活動法人岡山特定非営利活動法人岡山 NPONPONPONPO センター内センター内センター内センター内    

NPONPONPONPO 事務支援センター事務支援センター事務支援センター事務支援センター    担当：加藤、國安担当：加藤、國安担当：加藤、國安担当：加藤、國安    

〒〒〒〒700700700700----0822082208220822 岡山市北区表町岡山市北区表町岡山市北区表町岡山市北区表町 1111 丁目丁目丁目丁目 4444----64646464 上之町ビル上之町ビル上之町ビル上之町ビル 3333 階階階階    

電話電話電話電話 086086086086----224224224224----0995099509950995    FAXFAXFAXFAX086086086086----224224224224----0997099709970997    EEEE----mailmailmailmail    npokayama@gmail.comnpokayama@gmail.comnpokayama@gmail.comnpokayama@gmail.com    

業務時間業務時間業務時間業務時間    祝日を除く月曜祝日を除く月曜祝日を除く月曜祝日を除く月曜日～金曜日日～金曜日日～金曜日日～金曜日    9:009:009:009:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

 



ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    

事務局セミナー事務局セミナー事務局セミナー事務局セミナー    

 

■開催日時／内容 

 ✳会 場  ゆうあいセンター 大会議室  岡山市北区南方２丁目１３－１ 

 ✳参加料  全講座セット： 一般 24,000 円 会員 12,000 円（1 団体 2 名様につき） 

       各会参加  ： 一般 3,000 円 会員 1,500 円（1 回 1 名につき） 

       ※参加料は、当日現金にて徴収させていただきます。 

 ✳対 象  NPO 法人で事務を担当するスタッフの方、これからスタッフになろうとする方 

 ✳内 容   

開催月日開催月日開催月日開催月日    テーマテーマテーマテーマ    内内内内                    容容容容    講講講講    師師師師    

 6 月 18 日(火)13 時～16 時 NPO 基礎 NPO 職員の心構え、NPO の基礎知識 

NPO 事務支援センター 

     國安 菜美 

 7 月 16 日(火) 13 時～16 時 定款と登記手続き 定款の読み方、法務局手続き 

NPO 事務支援センター 

加藤 彰子 

 8 月 20 日(火) 13 時～16 時 情報開示 NPO 法人の情報開示義務 

NPO 事務支援センター 

國安 菜美 

 9 月 17 日(火) 13 時～16 時 雇用と給与計算 実務的な雇用に関する事務 

NPO 事務支援センター 

加藤 彰子 

10 月 15 日(火) 13 時～16 時 庶務 備品管理とファイリングのコツ 

NPO 事 務支援センター 

國安 菜美 

11 月 19 日(火) 13 時～16 時 年末調整 年末調整事務 

NPO 事務支援センター 

加藤 彰子 

 1 月 21 日(火) 13 時～16 時 会計 日常的な経理業務の基礎、演習 

NPO 事務支援センター 

國安 菜美 

 2 月 18 日(火) 13 時～16 時 

所轄庁手続 

決算事務 

決算書作成、活動計算書作成 

NPO 事務支援センター 

加藤 彰子 

※申込方法 下記の申込書、または同内容を右上の申込先までＦＡＸまたはＥメールでお送りください。 

※申込締切 各講座１週間前まで申し込みを受け付けます。先着順。 

※筆記用具は各自でご持参ください。 

                    

                    

開催月日開催月日開催月日開催月日    テーマテーマテーマテーマ    

希望講座に○を記入希望講座に○を記入希望講座に○を記入希望講座に○を記入    

 

下記空欄にご記入お願いします 

各会講座各会講座各会講座各会講座    全講座全講座全講座全講座    ○参加者氏名（複数名可） 

 6 月 18 日(火)13 時～16 時 NPO 基礎  

 

 7 月 16 日(火) 13 時～16 時 定款と登記手続き  

 8 月 20 日(火) 13 時～16 時 情報開示  

○所属 

 9 月 17 日(火) 13 時～16 時 雇用と給与計算  

○TEL 

10 月 15 日(火) 13 時～16 時 庶務  

○FAX 

11 月 19 日(火) 13 時～16 時 年末調整  

○Ｅ-mail 

 1 月 21 日(火) 13 時～16 時 会計  

○NPO 事務局での勤続年数 

 2 月 18 日(火) 13 時～16 時 

所轄庁手続 

決算事務 

  

○ご担当の業務内容 

ＮＰＯ法人事務局セミナーＮＰＯ法人事務局セミナーＮＰＯ法人事務局セミナーＮＰＯ法人事務局セミナー    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    （ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ    ０８６０８６０８６０８６----２２４２２４２２４２２４----０９９７）０９９７）０９９７）０９９７）    

●お問い合わせ先 

特定非営利活動法人岡山 NPO センター内 

NPONPONPONPO 事務支援センター事務支援センター事務支援センター事務支援センター 担当：加藤、國安 

〒700-0822 岡山市北区表町 1 丁目 4-64 上之町ビル 3 階 

■電話 086-224-0995 ■FAX086-224-0997  

■E-mail npokayama@gmail.com 

■業務時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00 


