千葉県ボランティア参加促進事業

仕事の経験や知識を活かしたボランティア支援「プロボノ」。
地域で活動する団体を、社会人ボランティアがチームになり3 か月間支援します。

■プロボノを活用したい地域活動団体を募集します

団体向けオンライン説明会

【募集期間】10/20
〜 11/15
【募集対象】千葉県内を拠点として公益活動を行う地域活動団体 ５団体

11/9

14:00〜15:00

【支援内容】オンライン環境整備、広報支援、業務改善、ニーズ調査、資金調達、課題整理など

■プロボノ活動の担い手となる社会人ボランティアを募集します

社会人ボランティア向け
オンライン説明会
12/7
19:00〜20:30
12/11
14:00〜15:30

【募集期間】11/15
〜 12/20
【募集対象】社会人としての経験、知識を地域活動に役立てたい方 25 名
【支援期間】翌年１月〜４月頃の週３〜４時間程度を想定

【応募方法】どちらも事前申込みのうえ、説明会にご参加ください

※説明会は Zoomを使用。初めての方にはサポートいたします。

【申込み・問い合わせ】NPO クラブ下記連絡先

くわしくはこちらから→

東日本大震災被災者支援・復興応援イベント
「縁 joy・東北」2021
千葉市きぼーる １F アトリウム（千葉市中央区中央 4-5-1）
＜写真などの展示＞11/2
13:00〜15:00、11/3
12:30〜15:30、11/4 ・５

【会場】

10:00〜15:00

矢口洋子さんのコラボ写真詩集「綿毛にのって」
から15 点、
被災当事者が撮った写真と声「フォトボイス」、震災当時の写真など

＜イベントプログラム＞11/3

12:30〜15:30

矢口洋子さん
（福島市）講演会、Wonderなみえ
（浪江町）
よさこい踊り、
千代田信一さん
（双葉町）
の歌唱、大川義秋さん
（双葉町）箏のミニ演奏会、
避難者ミニ交流会 ※参加無料、どなたでもお気軽にご来場いただけます

【問合せ】
NPOクラブまで

NPO 法人の日常会計処理＆事業報告書作成講座
【日 時】11/18
13:30 〜 16:30
【会 場】船橋市勤労市民センター 3 階第一会議室（船橋市本町 4 丁目 19-6）
【講 師】加藤 達郎さん（税理士）
【参加費】無料 【定 員】30 名（先着順）
【主 催】千葉県（千葉県市民活動団体マネジメント事業）
【問合せ】NPO クラブまで

申込みはこちらから→

NPO クラブの活動を支える 賛同会費・寄付 ご協力のお願い

年会費

1口

団体会員

10,000 円、 個人会員

5,000 円、 寄付

1口

3,000 円

会費や寄付で支える活動については、中面をご覧ください
（NPOクラブは認定 NPO 法人です。賛同会費・寄付は税制優遇の対象となります。）
≪編集・発行≫

会員・寄付
募集中！

特定非営利活動法人
（認定 NPO 法人）ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
（ＮＰＯクラブ）
〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂 5-21-12 TEL 043-303-1688 FAX 043-303-1689
M a i l : npo -club@par .o dn.ne.jp U R L: h t t p :/ / n p oc lu b .c om
ブログ :http://blo g.canpan.info/ n p o- c lu b 1
「 F acebo o k N PO クラブ」で検索
「 t w it t e r N P O クラブ」で検 索

・運営会員 23 名

賛同会員97 名

発行 800 部

会員・県内市民活動支援センター・自治体等にお届けしています。

ＶＯＬ.74
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「ちばプロボノチャレンジ2021」
募集開始！

地域力、
福祉力、
市民力 チカラをあつめる、
つなぐ、
高める、
広げる〜市民が主体の地域づくりを！

NPOクラブが
取り組んできたこと、
続けていること

相談から広がる、
つながる ―様々な主体から寄せられる相談を、関連する情報や組織につないでいます。今年度の例を紹介します。
■ショッピングセンター CSR 担当者からのご相談

わたしたちがつなげます !

―交流スペースや展示スペースの活用を進めたい
▶ショッピングセンター内の交流スペースや展示スペースを地域の活動団体に活用してもらいたいと思ってい
ますが、どういった内容で協力、連携したら良いのか、アドバイスしてほしい。

対応しました !
▶ショッピングセンターの立地の市の担当課につなぎ、市が実施している助成事業の対象団体 (14 団体 )
の紹介ポスター掲示を12 月に実施することになりました。あわせて、お菓子の製造・販売を行っている
福祉系の NPO 法人を紹介。カフェ・販売ブースでの出店について調整中。

■一般の方からのご相談
―隣のアパートに住む外国人への対応について
▶隣のアパートには、日本で働く外国人が住んでいますが、時々、喧嘩をしているような声と泣く声が聞こえ
ます。英語ではなく、話している内容がわかりません。子どもだけで留守番をする時間もあり、心配だが、警
察に通報すると大事になってしまうのではないだろうか。どうしたら良いでしょう？

対応しました !

NPO クラブ事務局スタッフ

▶多国語翻訳アプリを紹介するとともに、外国人支援をしているNPO 法人に対応を相談。直接的な働

■環境保全団体からのご相談

きかけはトラブルにつながることもあるので、アパートを管理している不動産屋さんに対応を依頼し
てはどうかとアドバイスしました。

―団体のリーフレットを英訳できる人を紹介してほしい
▶日本人に限らず、日本で暮らす外国人や観光で訪れる外国人にも、団体の活動内容を知ってもらいたいと

●相談を受け付けています

いう思いから、団体のホームページには、英語の紹介文を掲載しています。団体のリーフレットも英語版を作
成したいが、活動に関心を持って英語版を作成してくれる人を紹介してもらえないでしょうか。

▶NPOクラブでは、市民活動団体の会計、組織運営、資金調達、助成金申請、組織連携、NPO 法人の設立

対応しました !

など幅広い相談に対応しています。相談内容により税理士・社会保険労務士など専門家につなぎます。

▶日本 NPO センター ( 全国区の中間支援組織 ) から案内のあった「企業のミニプロボノプログラム」
での対応

・電話やメールでの簡易な相談は無償で対応しています。（2020 年度相談数 72 件）
・まとまった相談の料金目安は、1 時間 3,000 円。当法人事務所等で対応します
・相談員の派遣も可能です。（上記料金のほかに交通費実費）

を検討したが、タイミングが合わず紹介につながりませんでした。そこで、昨年度から取り組んでいる
「千葉
県ボランティア参加促進事業―プロボノチャレンジ」
に参加したプロボノワーカーに対応を依頼。快く引き
受けてもらい、相談者に紹介しました。

地域がもっと暮らしやすくなるよう
「相談対応から広がる、つながる」
ことをはじめ、市民活動につながる活動や NPOを
支援することを、NPOクラブは、これまで積み重ねてきました。千葉県内全域の地域の課題解決に向けた活動を進めて

■地域づくり団体からのご相談

います。あなたも、NPOクラブの会員として千葉県の市民活動を応援しませんか？

―任意団体をNPO 法人にしたい

賛同会費・寄付で活動を支えてください！

▶東日本大震災以降、東北の被災地・被災者支援と地域の人たちの交流を目的とした居場所づくりの運
営を2 つの柱として活動を行ってきました。活動を次世代につなぎ、継続したものにするためにもNPO 法人
にしたい。これまでの活動内容に沿って、定款は作成できたが、2カ年分の事業計画書と活動予算書の作
成をどうしたら良いのか、困っています。

対応しました !
▶定款内容を確認、事業計画書と活動予算書の内容について、相談団体にヒアリング。事業計画書は現在の活動内容
の延長線上のもので、実現可能性の高い内容でした。活動予算書の費目について、所轄庁（千葉県や千葉市）
が公開し
ている
「NPO 法人申請・届け出の手引き」のモデル案を参考にしつつも、これまでの団体の活動、今後の計
画に沿ったものにしたほうが円滑な運営につながると助言しました。
（相談団体は、2021 年 8 月に認証を受け NPO 法人となりました）

団体会員 10,000 円 / 年
個人会員
寄

5,000 円 / 年

付 1 口 3,000 円

継続的な相談対応を
させて頂いている会員団
体さんもいらっしゃいます。

＜会費や寄付が支える活動＞
・コロナ禍で NPO や市民活動の事業継続や運営存続にも影響が及んでいたことから、県内 NPOを対象に緊急アンケー
ト調査を2 回にわたり実施。千葉県と千葉市に NPO 支援のための施策の実施を求める要望書を共同で提出し、
「千
葉県中小企業再建支援金」の活用対象に NPO 法人等も追加されました。（2020 年度）
・一昨年の千葉の豪雨・台風被害への支援活動を発端に、民間で千葉県域の災害支援ができるようなネットワーク組織
「災害支援ネットワークちば（CVOAD）」の設立に世話人として協力し、平時からの備えを進めています。(2021 年度 )
・電話やメールで相談を受ける場が必要と考え、簡易な相談には無償で対応しています。
―など、使途が決まっている事業受託や助成金事業では行えない活動、対価性がなくとも地域にとって必要不可欠な活
動があります。会費や寄付による多くの方の支えが必要です。

