
 
ＮＰＯクラブ 
10 周年記念 

特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

ハ～イ！ 
「亀の一歩くん」

です。 
答えは 

下にあります！ 

いずれも、ＮＰＯクラブ 10 年間の歩みをあらわすデータです（前身の市民スクールを含む）。 

詳しくは中のページをご覧ください。 

Ｑ.1 の答え→事務所・千葉市民活動センター・委託相談会で受けたＮＰＯ相談延べ件数

Ｑ.２の答え→「一歩くん基金（市民活動支援基金）」の助成総額 

Ｑ.３の答え→独自講座・事務受託講座・事業委託を合計した受講生延べ人数 



 ＮＰＯクラブ 
10周年記念 

 

生活クラブ生協が「市民スクール」を設立、市民セクターの広がりを支援する基金の設立を決定 
〈講座〉田んぼの学校・森林の学校・フェミニストカウンセリング講座など18講座 

生活クラブ生協などで構成する「ＮＰＯクラブ（仮称）設立準備会」スタート 
生活クラブ生協が「市民活動支援基金」を設立 
〈講座〉畑の学校・農的価値を考える・ヘルパー2級養成講座など28講座 

ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（ＮＰＯクラブ）設立（10 月14 日） ・ 特定非営利活動法人認証（2 月2 日） 
〈講座〉NPOマネジメント・みどりの楽講・沖ノ島サンゴ観察会など72講座 
〈基金〉NPOクラブに移管し、「スタートアップ助成」として9団体に総額140万円助成 

会報「つぎの一歩くん」、メールマガジン「通信・一歩くん」発行開始 
〈講座〉竹炭教室・アサーティブトレーニング・NPO税務会計など67講座 
〈基金〉8団体に総額150万円助成 

ＮＰＯハンドブック「ちばのさぁ！ＮＰＯ」発行 ・ 千葉県ＮＰＯ活動情報誌「さぁ！ＮＰＯ」受託（～04 年度）  
千葉県ＮＰＯ実務講座受託（～05 年度） 
〈講座〉NPO応援パソコン講座・リフレクソロジー・機関紙編集講座など85講座 
〈基金〉愛称「一歩くん基金」として8団体に総額208万円助成、融資募集開始 

ＮＰＯ相談の本格化・ちばＮＰＯ協議会事務局受託（～06 年度） 
〈講座〉専門家のためのNPO基礎講座・家庭介護・オーガニックガーデンなど87講座 
〈基金〉9団体に総額194万円助成 

専門家会員による相談事業部会の立ち上げ 
〈講座〉NPOリーダー研修・市民自治を広げよう・資金調達セミナーなど80講座 
〈基金〉「ステップアップ助成」に変更し、5団体に総額200万円助成 

「県と市町村とＮＰＯがともに築く地域社会事業（栄町）」受託（～06 年度） 
県とＮＰＯとの協働事業「ＮＰＯ活動実態・意向調査」「ＮＰＯなんでも、どこでも相談会＆支援センタースタッフ研修」実施 
「ＮＰＯなんでもどこでも相談100 問100 答」作成 
〈講座〉NPOの広報力パワーアップ・NPOの税務・NPOの労務など54講座 
〈基金〉5団体に総額200万円助成 

ＮＰＯ法人地域創造ネットワークちばの事務局受託（～現在） 
〈講座〉事業報告書作成・NPO法人運営のリスク管理・市民参加条例講座など29講座 
〈基金〉助成休止、冊子「夢をつないだ一歩くん基金」作成 
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１９９９年 
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２００２年 
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２００８年 

２００９年 

千葉市民活動センターの管理運営受託（～現在） 
千葉県ＮＰＯ活動情報誌「さぁ！ＮＰＯ」受託（～07 年度） ・ 千葉県「ＮＰＯ事業力向上セミナー」受託（～07 年度）
〈講座〉はじめてのNPO会計・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実践講座・ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ養成講座など36講座 
〈基金〉4団体に総額150万円助成 

２００7 年 

10 周年記念レセプション開催（6 月6 日） 

千葉市民活動センター＆千葉市ボランティアズカフェの管理運営受託（～現在） 
県とＮＰＯとの協働事業「景観を大切にしたまちづくりフォーラム」実施 
千葉県「民が民を支える地域資源の循環システムモデル事業」受託 
「公益ポータルサイトちばのＷＡ！」開設 
〈講座〉CSRセミナーinちば・ブログ活用講座・情報開示セミナーなど15講座 
〈基金〉「団体の情報発信支援」として10団体に総額100万円助成 

 「一歩くん基金」

で 

市民活動を支

える 

 千葉市民活動 

センターの 

管理運営を 

受託 

 地域創造 

ネットワークちば

でも 

活動中 

 地域資源の 

循環システムを 

つくる活動が 

始まる！ 

 さまざまな 

講座で 

市民活動・市民事業を 

応援！ 



□何回か講座も受講させていただいて参考になりました。

これからもお世話になることがたくさんあると思いますが、

よろしくお願いします。小さい市民の力で社会を変えるこ

とができる運動がすばらしいと思います。 
               重純子■続けるという事は大変な事。今後ともご支援をよろしくお

願い致します。  

NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 竹内聖一  □公益ポータルでご縁をつむがせていただきましたが、

この縁の糸がより太く、広く、大きくなるように、これからも

どうぞよろしくお願いします！  

日本財団 荻上健太郎 
□地域が元気になること、地域に根を張った活動を創りだ

していくことをＮＰＯクラブに期待します。 

 いちはら市民ネットワーク 上符玲子

■初期のマネジメント研修やなんどこ相談会、最近では

「ちばのＷＡ！」や協働環境調査や浦安市センターまで、

もうお世話になりっ放しの 10 年。今後もどうかますますの

ご活躍とご尽力をお祈りし、お願いいたします。みなさま

が耕された地域が、花多きまちとなりますことを信じつつ。 
ＩＩＨＯＥ〔人と組織と地球のための国際研究所〕 

川北秀人 

■ポータルサイトを活用した取り組みに期待しています。

これからも私たちに元気をくれる存在であり続けてほしい

と思います。 

 中央労働金庫千葉県本部 菅野泰子 

■今後とも地域に根付いた市民活動・市民事業への支援

を、ともに連携して展開していただければと存じます。   
大地を守る会 藤田和芳

■体調復活しました。これからご協力できます。 

 唐木新一郎

■ 一歩くん基金でお世話になりました。これからも市民

事業の水先案内人として、頑張っていただけるとありがた

いと思っております。  

地域ささえあいネット 鈴木弘美

□5 年先も千葉市民活動センターで使ってください…。農

家の自給野菜を使って直売～加工～飲食と広げていけた

ら、引きこもり～ニートの働く場ができるなあ…、ワーコレ

のしくみを学びたいと思っています。     山元きよし 

■一歩くん基金のおかげで、また違う一歩が踏み出せま

した。ありがとうございました！  

NPO法人子どもるーぷ袖ヶ浦 田中直子

□NPO の力をもっと多くの人に知ってもらう活動をした

い。ひとつの提案ですが、「社会貢献事業コンテスト」とい

うのも面白いと思うのですが（千葉教育大賞をヒントに）。 

 NPO法人山仲間アルプ 網干勝 

□地域の中でますます市民活動が盛んになるためにも、

NPOクラブの活動が重要ですね。  

市民ネットワーク・かしわ 清水友美子

■ＮＰＯクラブがこの間創ってこられた様々な地域活動支

援に敬意を表します。せっけんの街も負けずに運動の原

点を思い起こして、地域にリサイクルせっけんの輪を広げ

ていこうと思っています。  

ＮＰＯせっけんの街 山部佳子

■「移行等支援事業」では、ひとかたならぬお世話になり

ました。これからが正念場を迎えますので、一層のご支援

をお願いします。              NPO法人 
千葉県障害者就労事業振興センター 有村謙二 

■アニー基金プロジェクトも 10 周年を迎えました。実親と

暮らせない子どもたちの人権を守る活動に助成金を受け

ましたこと、感謝しております。NPO 法人子ども教育・
生活支援「アニー基金」プロジェクト 日高真智子 

□今年は NPO 法人の会計基準と監事の訓練に専心した

いと思っています。4 月にスーダンで活動するＮＧＯの視

察に行って来ました。 早坂毅 

□地道に歩いている姿を見て力をいただいています。地

域に生まれようとしている活動への相談窓口として、また

「一歩くん基金」などを通じての手助けをこれからも続けて

ほしいと思っています。 

 （企）ワーカーズコレクティブ「かい」 西原洋子

□10 周年おめでとうございます！ 
横松昌則 
山本美香 

NPO法人ウィメンズカウンセリングちば 
市民ネットワークちば 

柏市役所市民活動推進課 
山武市総務部市民自治支援課 

千葉市役所市民総務課 
フォーラム･アソシエ 

NPO法人自閉症サポートセンター 
NPO法人CｏCｏT 

嶋田繁 
NPO法人地球市民交流基金アーシアン 

□「ちばのＷＡ！」大変期待しています。生活クラブ生協

も現在、ＨＰのリニューアルやブログの立ち上げに着手し

ており、相互のネットワークにより地域の活動がますます

元気に活気づいていくことを願っています。  
生活クラブ生協 岩上章子

■今後も様々な連携で、千葉の地域力を向上させていき

たいと考えております。  

ＮＰＯ支援センターちば／パルシステム千葉 
 中根裕 

■一歩くん基金で初期の活動を支えてもらった自分たち

も、ヨロヨロ細々と続けて７年たちます。この先何ができる

かなあと迷うことも多く、そんな思いの参考になってくれそ

うなご講演、楽しみにしています。      NPO法人
地域生活支援センターまんぼう 大林泉

■NPO クラブの助成金をはじめ、日本財団ＣＡＮＰＡＮへ

の登録、ブログ登録をご支援くださいまして心より感謝申

し上げます。この先5年の希望は、当法人に登録している

人々が、社会の中の活動に参加する場所（企業、イベン

ト、団体との連携先）を見つけられるネットワークが欲しい

です。自然な形で社会へ出たいです！  

NPO法人ウィズ柏 木村史子 

□今後、いろいろと情報交換等させて頂きたく存じます。

よろしくお願いいたします。 

 佐倉市市民公益活動センター 山岸洋子

□千葉県のＮＰＯ団体にとって、ＮＰＯクラブが果たしてこ

られた役割は大変大きなものであったと思います。私共も

10年を迎えます。共にこれから先5年、10年、若い世代と

共に、また様々な地域の方々と、結び合いながら頑張っ

ていきましょう。 

 （株）生活サポートクラブ 杉本美千代

□一歩くん基金の助成を受けて、ワーカーズコレクティブ

のガイドブックを発行することができました。ありがとうござ

います。                      NPO法人
ワーカーズコレクティブ千葉県連合会 猪俣悦子

■「地域インターンシップ事業」が継続事業になるといい

と思います。この事業により、ＮＰＯ活動に関心を持ち、参

加して下さる方が増え、様々な活動分野の裾野が広がっ

ていくことを願います。  

NPO法人木ようの家 中邨淑子 

□地域から豊かな市民社会をつくることをめざし、これか

らも連携していきましょう。  

さくら・市民ネットワーク 道端園枝

□こんなご時世だからこそ、市民の力で、住みやすい安

心できる生活に向けてできることを着実に進めていきたい

ですね。 

 生活クラブ生協 風間由加 

□いま抱えている問題は、いまを生きる者が考え行動す

るしかありません。そう思って立ち上がろうとする人々を

サポートしてくれる NPO クラブはとても心強い存在で

す。アンテナを高く掲げ、地域で暮らす人の発信をキャ

ッチし、誰もが安心と誇りを持って暮らしていけるよう、活

動を続けていってほしいと思います。  

NPOせっけんの街 菊地多鶴恵

※ＮＰＯクラブ10周年に寄せられたメッセージ
（敬称略・順不同） 

■着実に活動されていて、いつも励まされます。私たちも

8年目を迎えました。念願の常設のクッキングスタジオに奔

走する毎日です。お目にかかりたいです。お元気で！！

      NPO法人
コミュニティスクール・まちデザイン 近藤恵津子
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□これからも市民活動の活性化のためにがんばって下さ

い。千葉県が誰でもありのままに生活し続けていく地域に

なるために、皆で力を合わせていきましょう。  

NPO法人風 簗瀬順子

■“できることを できる人が できる時に！”みんなで力

を少しずつ出し合って、笑顔で進めていけるといいなと思

っています。 

ＮＰＯ法人日本語学習会りぼん 栗木敦子

□地域住民が様々な夢を持ち、活き活きと暮らすために

ＮＰＯクラブの存在は大きいと思います。  

ＯＫさくら 中村容子

■市民活動に携わっていらっしゃる方々から学び、より良

い支援につなげていきたいと考えております。貴クラブの

益々のご発展をお祈りいたします。  

市原市役所・市民活動支援課ＮＰＯ・
ボランティア支援室

■とかく営利に走りがちな風潮の中で、しっかりと先を見

すえて活動されて来られたことに対し、敬意を表します。

この先5年、子どもたちを自然の中で遊ばせる運動をどん

どんおこして行って下さい。千葉県の森は荒れています。

森と県民の共存をと思っています。  

残土・産廃問題ネットワークちば 井村弘子

■世代を超えて大勢の人たちがＮＰＯクラブの講座に参

加し、共に学び育ちあって、もっと暮らしやすい街づくり

ができるといいですね。 比戸寿代 

■発足されて 10 年の歳月、ご苦労も多かったことと思いま

す。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

      タイヘイ（株）高山薫 
■10 周年を契機に、益々活躍されますことを期待いたし

ます。  

連合千葉 小柳光廣 



 

 

事業高の推移
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助成総額（万円） 講座受講者数（人） 相談件数（件） 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

会費 1,015,000 1,225,000 1,305,000 1,480,000  1,365,000  1,315,000  1,285,000 1,370,000 1,245,000

講座収入 0 6,028,640 5,609,500 5,806,900  4,981,800  2,729,675  1,040,500 913,500 764,500

受託事業 0 821,635 5,894,342 5,062,690  4,507,293  6,288,724  25,381,935 15,178,140 11,995,473

事務受託 0 1,015,340 1,252,170 2,630,056  3,504,212  2,214,002  975,595 3,786,457 9,755,633

その他 36,000 101,900 407,000 1,492,299  1,493,814  2,749,720  1,454,160 1,298,326 231,088 

合計（円） 1,051,000 9,192,515 14,468,012 16,471,945  15,852,119  15,297,121  30,137,190 22,546,423 23,991,694 

事業高の推移 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計 

独自講座 281 476 996 1054 870 850 744 539 193 216 324 6543 

事務受託講座＊1   241 257 87 131 386 260 187 81     1630 

事業委託 *2         538 350 288 240 288 281  190 1985 

合計（人） 281 717 1253 1141 1539 1586 1292 966 562 497 514 10348 

＊1：ヘルパー2級・ガイドヘルパー・ケアマネジャー受験・ベビーシッター養成・風の村ファームなど 

＊2：千葉県・千葉市・我孫子市・流山市など 

講座受講者数 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計

事務所 34 72 52 64 43 42 44 351 

千葉市民活動センター         156 159 156 471 

委託相談会 ＊1   14 42 135 53 3 53 300 

合計（件） 34 86 94 199 252 204 253 1122 

＊1：千葉県・千葉市・栄町・佐倉市・ＮＰＯ法人千葉県障害者就労事業振興センターなど 

相談件数 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計

助成団体数 9 8 8 9 5 5 4 10 58

助成総額（万円） 140 150 208 194 200 200 150 100 1342

 

一歩くん基金 

－「2009 年度事業計画」より抜粋－ 

★市民や NPO からの設立相談、会計相談、マネジメント相談等を受け、サポートします。 

★千葉市民活動センター＆ボランティアズカフェの運営事業に取り組みます。 

★新しく活動を始めた団体を主な対象に、ＮＰＯ応援講座を企画開催します。 

★「地域資源循環システムちばのＷＡ！」運営事業に取り組み、地域資源の循環をすすめます。 

★ＩＩＨＯＥ〔人と組織と地球のための国際研究所〕、日本財団ＣＡＮＰＡＮと協力し「地域・テーマ公益

ポータル推進プロジェクト」に引き続き参画します。 

★ＮＰＯ法人地域創造ネットワークちばの事務局を担い、団塊世代の地域活動支援をすすめます。

★「ちばのＷＡ！運営協議会」「市民参加・協働プロジェクト」「ＮＰＯ専門家相談ネットワーク」を運営

します。 

 

ＮＰＯクラブ・2009年度役員 

＜理事＞粟飯原一雄（税理士）、網干勝（NPO法人山仲間アル
プ）、石井敏則（社会保険労務士）、猪俣悦子（NPO
法人ワーカーズコレクティブ千葉県連合会）、入江賢
治（NPO 法人日本ファイバーリサイクル連帯協議
会）、木村庸子（生活クラブ生活協同組合）、佐々部
憲子（NPO 法人生活クラブ・ボランティア活動情報
センター）、椎名衛（自治労千葉県本部）、関根由紀
世（市民ネットワーク千葉県）、関谷昇（千葉大学法
経学部）、藤田宏子（NPO法人地球市民交流基金アー
シアン）、山崎邦子（市民ネットワーク千葉県）、山
部佳子(NPO 法人せっけんの街)、牧野昌子、勝又恵
里子、伊庭洋司 

＜監事＞菅野泰子（中央労働金庫千葉県本部）、 
庄妙子（生活クラブ生活協同組合） 

＜事務局ｽﾀｯﾌ＞鍋嶋洋子、田沼淳子、佐脇みすず、志村はるみ



 

特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

(ＮＰＯクラブ) 

■Tel：043-303-1688   Fax：043-303-1689  

■〒261-0011 千葉市美浜区真砂5-21-12 

■E-mail npo-club@par.odn.ne.jp 

■URL  http://www2.odn.ne.jp/npo-club 

■団体会員57団体 個人会員109人 

編集・発行 

ＮＰＯクラブ10 周年記念 
日時：６/２５（木）13:30～16:30 

場所：千葉市民活動センター 会議室 

（千葉都市モノレール「市役所前」駅徒歩1分）

講師：伊庭洋司さん 

（ＮＰＯクラブ理事・相談担当スタッフ）

定員：20名 

受講料：1,500円 

内容： 

・ＮＰＯ法人の会計の基礎 

・日常の会計業務の留意点 

・伝票の使い方 

・現金出納帳のつけ方 

・簡単にできる月々の試算表作りと点検 

日常の会計処理がきちんとできていると、年度末

の収支計算書を作る手間が大きく違います。具体

的な業務のポイントを、講師が丁寧にアドバイス

します。 

市民参加・協働のための次の一歩セミナー 

（仮）協働事業提案制度を 
上手に使うためには

日時：９/５（土）13:00～17:00 

場所：千葉市生涯学習センター大研修室 

受講料：1,000円 

※日本財団助成金の個別相談会あり（要予約）

予告 （仮） NPO の資金調達セミナー 

-情報開示と助成金の獲得のコツ-

年会費 

○個人 1口 5,000円（1口以上） 

○団体 1口 10,000円（1口以上） 

会員特典 
○講座の受講割引（会費5000円につき500円）

○ニュースレター・メールマガジンによる 

情報提供 

○なんでも相談（会員は無料・1時間程度） 

・会員以外の相談料は3,000円＋交通費実費。 

・団体の立ち上げ、運営、会計・税務、労務、マ

ネジメントなどＮＰＯの活動全般にわたって

相談をお受けします。 

・内容に応じて、税理士・弁護士・社会保険労務

士などの専門家会員が対応します。 

※メール・電話での相談は随時受付（無料） 

日時：６/３０（火）18:00～20:30 

場所：千葉市民会館会議室（千葉駅徒歩8分）

講師：関谷昇さん（千葉大学法経学部准教授）

定員：40名 

参加費：500円（資料代） 

日時：８月初旬予定 

場所：千葉市内 

講師：石井敏則さん 

（社会保険労務士・ＮＰＯクラブ理事） 

定員：40名 

受講料：2,000円 

内容： 

・リスクに関する法人の責任・理事の責任

・ボランティア活動中の事故 

・雇用に関する留意点 

・理事・ボランティアと労働法 など 

福祉作業所からＮＰＯ法人への移

行を目指す団体を主な対象に、法

人運営上のリスク管理を学びます。 


