
開催日時 テーマ・内容 講師 開催日時 テーマ・内容 講師

4/18（木） すっきりわかる年度末事務 10/17（木） 寄付月間を活用するための寄付募集の方法

所轄庁・法務局手続き

年度末の事務を6月までにする手続きについてご説明します

5/16（木） 成長できる事業計画と予算づくり 11/21（木） 効率をあげて時間を節約する

13:30～16:30
効果的な事業計画の立案には天地人の状況把握と、

それを基にした長期短期の目線が必要です。
ワーク形式でその手法を学びます。

組織内コミュニケーションと事務の効率化

忙しい事務局長や他所にいるスタッフと
どう情報共有をしていますか？

6/27（木） 12/19（木） 雇用と給与計算

13:30～16:30
NPO法人の会計基準ってなに？　どんな決まりがあるの？
にお答えします。そして勘定科目にも慣れて行きましょう

13:30～16:30
そもそも人を雇ったらどんなことを考えるのか？

給与計算も一緒にしてみましょう！

7/18（木） 総会お疲れ様でした！NPO事務局交流会 1/23（木）

（夜希望者による懇親会あり）

相談できる人がまわりにいますか？悩みを出し合いましょう！ NPO法人に最も大切な定款を解説と組織基盤とは？

8/22（木） 夏秋に仲間を増やすボランティアコーディネート 2/20（木） 事業報告書作成に向けた準備と事業評価

13:30～16:30

ボランティアと協働するための準備は、万端ですか？
ボランティアマネジメントの基本を確認しながら、

団体に適した“仲間の増やし方”について、
一緒に考えましょう。

13:30～16:30
ステークホルダーと法人の双方にとって「役に立つ」

事業報告書と事業評価について考えます。

9/19（木） 次年度の新規予算確保のための助成金申請 3/12（木） 会計実務と決算事務

13:30～16:30
助成金の選び方や申請書作成のポイントをはじめ、資金提供者とな

る自治体や財団法人の過去の傾向などを共有します。
13:30～16:30

日々起こり得るであろう仕訳と日常的に気にかけておいた方がいいこ
とそして計算書類とは？一緒に作成しましょう！

NPOって何？という初心者さんから、NPO法人の会計を中心とした事務実務まで。市民活動団体や学生団体、市民活動やまちづくりなどの非営利法人運営に関心がある方。

ゆうあいセンター　☎086-231-0532　岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館「きらめきプラザ」2階　

※当日は駐車場の混雑が予想されます。なるべく公共交通機関にてお越しください。

⑤ 西村 こころ

⑥ 高平 亮

① 加藤 彰子

② 石原 達也

③ 加藤 彰子

石原 達也⑦

④ 加藤 彰子

⑧ 加藤 彰子

⑩
次年度に向けて見直す定款と

組織基盤の見直し 加藤 彰子

13:30～16:3013:30～16:30
毎年12月の寄付月間もだんだんと定着をしてきました。

この期間と全国キャンペーンを有効に活用して自組織の寄付募集を行
うためのアイディアをワーク形式で考えます。

右記QRコード先の入力フォームに入力ください。または裏面の申込書をFAXください。
メールの場合は同内容をE-mailアドレス（npokayama@gmail.com）までお送りください。

加藤 彰子

13:30～16:30

13:30～16:30

13:30～16:30

⑫

⑨

⑪ 高平 亮

加藤 彰子

1年後に苦労しないための会計準備
NPO法人会計基準と会計基礎

NPO運営と手続き事務に必要なことを必要な時期にお教えします！

今年もお得な

割引設定
あります！

対 象

開 催 場 所

申 込 方 法

入力フォーム

Facebook更新中です。

フォローやいいね！を

お待ちしております。
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https://goo.gl/forms/VGC5x3YlVAszHVL22
mailto:npokayama@gmail.com
https://www.facebook.com/npo.office.support.center/
http://youi-c.okayama-share.jp/access/


講師
希望の講座に

◯を記入

① 加藤 彰子

② 石原 達也

③ 加藤 彰子

④ 加藤 彰子

⑤ 西村 こころ

⑥ 高平 亮

⑦ 石原 達也

⑧ 加藤 彰子

⑨ 加藤 彰子

⑩ 加藤 彰子

⑪ 高平 亮

⑫ 加藤 彰子

FAX

はい いいえ

ご担当の業務内容

※申込方法：QRコード先の入力フォームに入力ください。または上記の申込書をFAXください。

　　　　　          メールの場合は同内容をE-mailアドレス（npokayama@gmail.com）

                   までお送りください。

NPO事務局での勤続年数

岡山NPOセンターの会員ですか？ セミナーで入会します

3月12日(木) 13:30～16:30 会計実務と決算事務

ご所属

TEL

参加者氏名

E-mail

12月19日(木) 13:30～16:30 雇用と給与計算

1月23日(木) 13:30～16:30
次年度に向けて見直す
定款と組織基盤の見直し

2月20日(木) 13:30～16:30
事業報告書作成に向けた準備と

事業評価

9月19日(木) 13:30～16:30
次年度の新規予算確保のための

助成金申請

10月17日(木) 13:30～16:30
寄付月間を活用するための

寄付募集の方法

11月21日(木) 13:30～16:30
効率をあげて時間を節約する

組織内コミュニケーションと事務の効率化

6月27日(木) 13:30～16:30
1年後に苦労しないための会計準備

NPO法人会計基準と会計基礎

7月18日(木) 13:30～16:30
総会お疲れ様でした！NPO事務局交流会

（夜希望者による懇親会あり）

8月22日(木) 13:30～16:30
夏秋に仲間を増やす

ボランティアコーディネート

5月16日 (木) 13:30～16:30 成長できる事業計画と予算づくり

2019年度NPO法人事務局連続セミナー参加申込書
FAX　086-224-0997

開催日時 テーマ

4月18日(木) 13:30～16:30 
すっきりわかる年度末事務
所轄庁・法務局手続き

講師案内

【お問い合わせ・お申込み先（受付：祝日を除く月曜日～金曜日9:00～17:00）】

特定非営利活動法人岡山NPOセンター内

NPO事務支援センター （担当：加藤）
〒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 FAX：086-224-0997

E-mail：npokayama@gmail.com

お得な割引を
お勧めします！

入力フォーム

地域連携センター長
アルバイトでNPO法人岡山NPOセンターに入職し、正社員、副所長を経て、2013年に岡

山県ボランティア・NPO 活動支援センター「ゆうあいセンター」の所長に就任。分野

別ネットワークの立ち上げや社会参加を促進するための研修・調査などに取り組む。

2014年、岡山市で「ESD に関するユネスコ世界会議」が開催されるのに先立ち「ESD 

市民活動推進センター（現ESD・市民協働推進センター）」が設置され、センター長に

就任。特に多様な主体の協働による課題解決のスキームづくりとその運営に力を注い

でいる。現在まで岡山県内6つの自治体において協働事業（補助事業）の審査員を務め

ているほか、1つの自治体において補助制度の設計・運用や事業の伴走支援に携わって

いる。CSOネットワーク『伴走評価エキスパート』育成プログラム修了生（DE実践者

（研修修了生））

参画推進センター長
2004 年社会福祉法人京都福祉サービス協会入社。社会福祉施設にてボランティアコー

ディネーターの仕事にたずさわる。2008年より法人本部にて法人内職員研修・実習指

導プログラム構築、ボランティア受入体制づくり等に取り組む。2012年立命館大学

サービスラーニングセンターでの勤務を経て、2014年岡山NPO センター入職、「岡山

県ボランティア・NPO 活動支援センター（ゆうあいセンター）」にて市民の社会参画

推進に取り組んでいる。2018年度より参画推進センター長に着任。

NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会・2級資格者、元運営委員。

事務支援センター長
高校卒業後、法律事務所で一般事務、ベネッセの関連会社で切手の売捌き・損害保険

の代理店、造園会社で経理や指名願いの提出などの事務仕事を経て、2006年6月、NPO 

法人岡山NPO センターに経理・労務担当のパート職員として入職。2009年より、出張

相談などの事業にもかかわるようになり、2011年の事業拡大に伴いパートから正職員

になり多事業に従事2013年にNPO 事務支援センター設立に伴いセンター長に就任。

NPOの事務支援に取り組む各地支援組織による全国組織「全国NPO事務支援カンファレ

ンス」事務局。同「NPO事務力検定」認定講師。

代表理事
2001年大学在学中に大学生のみのNPO法人設立に参画したことからNPO業界に。活動を続

ける中で支援者を志すようになり2003年鳥取市社会福祉協議会に入職。ボランティア

コーディネーターを務めた後に転職し、出身地・岡山でNPO 法人岡山NPO センター事務

局長に就任。組織の経営を担い、現在、代表理事。その他、公益財団法人みんなでつく

る財団おかやま（理事）、NPO法人みんなの集落研究所（代表執行役）、一般社団法人全

国コミュニティ財団協会（常務理事／事務局長）、PS瀬戸内株式会社（代表取締役社

長）、NPO法人日本NPOセンター（理事）、一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク（理

事）、NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会（理事）、災害支援ネットワーク

おかやま（世話人）、NPO/NGOによるSDGsネットワークおかやま（会長）なども務める。
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https://goo.gl/forms/1nsGAbkB61GND7R02
https://www.facebook.com/akiko.kato.127
https://www.facebook.com/npo.office.support.center/
mailto:npokayama@gmail.com

