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前号であ刻らせしまし廷とおり、� fNPO法人悲立切上げたもり、� f本欄ヨiこ地域づくりに取り豪華みたいけど

法人格って必要なの?J，こいつだ方々を対象にほ第� 3回NPO誌人入P彊融調勧快まりまU乙
劉明都iですので、こt糟会iこNPOIこ.::>I!¥て学んでみませんか?

練場 平読21 年泊138~ 平成� 21年2月之旦毘護活� 

飽 議 30名程度 50名寵鐙

{対象J 同め法人ι癌盟を奪えておられる抵時むに関llYQ滞答君。� 

[串剖 FAXま疋lまEメーjレにお名甑電話番器、欝加入灘、参加会露をご記入の上、あ喝し必みくださし� L

{申込先〕 財冨法人i5¥る芝生む島根控室慰霊 明泊帰売会� 

と 密 平成� 21年� 2用� 188(:制� 
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会クイズで学I~PO
講師:咋野滋雄氏〈行政種主‘語態盟専P詐信輝岳

法人格ι溜，� i培法人格取得のメリットなどをわ
均吻やすく、クイズ形誠セ麟替も

内容

交法人設立ι糊!こ轡えておきたいこと
諸事:樋口孝明広〈当賠盟主ff)� 

NPO法人錯槌は掛線開で替が、運嘗と
なると…、こうじた点1¥::，)(，"て繕単iこご翻意。

会NPO法人設立iこコパての噌特撮
議櫨:ヰ都機韓民

入f'~欝腿紋織了後、 i観!挺聾檎をま穂臨
機製部車鵠む

平成21年2用25臨榔�  

13x::x:r--1500 

註雲市総合ボランティアセンター

ボランティア~Lr-ム

匂強脚抑制回喝� 3-1母調停湾胞怠)

会講鹿� f渚入を立ち，..tJ1るポイントj

構邸:呼甥鐙麗民俗政灘士・当慰留等市搬船� 

NPO法の模要と法人設立のポイントiこつい
てわかりやすく鱗鵠パただきます。

食事悌犠� rNPO法人よちやま甑j 

'NPO法人もり15'れ謀議瀦

事務愚喪野田翼斡氏 
  

'NPO忠人くらレアトリエ

代表理事檎鶴子氏

実捺!こNPO法人を設立、運嵩2されている方� 
iこ、苦却し把点やメリットなど稜あ溜レレちパ
詑だ窓ます。
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詣謝雷でIel:..地域課題解決刺繍君主誌に聞けた地境づくりにつながる活動を受揺するため喋畏幻惑い密活動支援事

犠jを行つでい務。当該事灘の戦20年度第2lQ欝葦金者を下吉区Dとおり鱒壊します。土議嬢震ですので、興味のある

方ぽ収足来襲くだ窓い!
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華麗請にNPO法人市民溜1セント帯狸欝罫む の 議 首 氏 を 総 指 し て 、 駅 構 鰻 を 獄 たNPO叡鰭

lA広報力やコミュニケーションI.J在フフッブさせお芝長約ヒント夜寝とめた冊子「伍えるコツjを用いて、会報やチラシ、

ポスター、� WEBサイト悲ど広報のスキルアッヌごコパてι溜路樹ラいます。

日時:平成21年� 3患� 58C木)10:在}-V1630 8鍔:平成 21 年3月 6日~ 10:夜ト1630
議所:川効ぷもっと 揚所:秘主拐しサヰ強鵡霊� (4斡
定機� :30名 定員� :50名� 
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昌誇:平成21年2鰭28日仕)--3島� 18(日〉
議IPJT:総工市市民活欝せンター〈巨縄本絹スティックりし〉 
3主催:ブリヱーiむねっと、

ブリヱーJレフェスティ1'¥)レ2CX泡葉市繋轟会

。2月288は〉窃� 
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131ぼ)rv講繍・ワークショッブ

「今メディアを腕み解く� 
d フークショッブち獣毘慰1¥髄り合う
メディ?とのつ磐梯前"""J

講師:フェリス次警務乞向学戦股諸橋寮欝さん

@3用 1日〈日)@� 

1030-、 15'CX:r-- 腕蘭「シ自タ家の20世家主J※2騒l:I!t!� 
13:C.X::r-- 錦壮語勤滑ら党冶守1ていくもの� 

4醗・建築そして写需ヘι繍，いJ

調車:側鵬排出欝響額四玲子さん
告欝霞〉� 

of憩，¥樹フせ・お申u訪先。
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臼持:平成21年2足22日〈日)1~17o.コ 

1~16工Xコ L点封~NPO交謀説室
動空襲:熊楠� 

16:00'叶700受涜懇親愈

審B由貿:1αヌ3月舗蝋強蛾〉

甑耳:総工市市罰活動センター1瞳
〈自種本箱スティックt::Jレ〉

主催:島捜NPO濃縮協議鎗

後撮:識機黒松江市

くブログうム〉

・島被大学法文学部毎熊告ー先輩

言説線供「定額制設を電側山

・嘉樹県社議襲駿活蜜提嬬藤金〈醸蒋〉詑紹介

〈島横壊れpc>)'芭富雄瀧膨

・設灘互恵諒から、問わiこ向けて江温金と離すiこ
恕する考え方な鴎瞬1系害予船

・基金構u療をにらんだNPO髄JO)I警報発寵戦翻こ
ついてく護臨時め陣¢癒莞交換語。

。鶴，溜フせ・お申u劫持。
轟糧NPO連絡1鵡整会側め法人プロジェクトゅう孤，四D 
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掲鱗欝匙環輔自!こ-:::>L¥てlet、蘭接各ま綿t，I\討刃先ハ長薄~くた5さt，\， 
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すべての子どち疋ちだ噂を持って聾肌こ成長できる、あ間三力め兎おきをめ在すNPO法人おやこ車!鵡松江センターが

主躍するヴきじょっこまつり臥親と子で作りあげる手作りのおまつりです。

日時:平成21年2用1B (日) 1():3()--.-15:Cむ
窟所:く!こ訂きメッセ大展示場� 

10αトドこ考錨日摂柑 裁靖:一口金銭3Q)丹舗日4∞丹〉

一鶴4以3月� 

10:30-- ドン勢Hザー おもちゃ・本・支膿輿などのリサイク川訪望校ます。� 

11:ocr.-産めコーナー

議べるコーナー

日部誌バザー

総投1":1・まとあて・気ぐ苦みじゃんけん・主角くじなど

力レー・吹き込みご醸・いZまり・際十・フランクフ1レト
コロッケ・コーと一-ぜん協トクレープ・焼き葉子・

綿菓子など

石室妻・タオル・洗言語・器り摺ほどの日用混雑貨、衣類なと� 

12お:y.....ミニステージ ま泊先ま太鍛・アンサンブルジンジャーのステージ・護
取りチャンパう紛ピンゴ

。鰍パ割3せ・お申L必み先。� 

NPO法人おやこ蟻!搬ぷ工センター ※ドン望書本げ窓じょっこさまつりι沖加すで自由こ額え護温蜜で'9.
〒6節。担割ぷ加策決本理32鶴地 ※なま主当日艶悶吠愛込み命いますので、ドニ嚇芯輔UIこNPO法人去、やこ雌腸
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このプログラム誌、マイクロソフト韓議会社と(賠日本富接交流

センターと立糊町6豊島

援滅却象プログラム1
・インターネッ同調印・安全な鞄需を推輝!tる普艶

子どもがら夫人まで、インターネットを卸与して震える照焼

づくり目的組む湾初アロジェクト。

制� ro:漸だな窃棲駐在拡げる望書記

会議点分野1:環捺ご酸{峨鰐謡選樹脂L雀エネiこ費献する

活動

女襲点対野Z底勝震療制警報化・地域饗嬢溜莞・遡糊窓嬢こ

震献する活動

助成婚韓関体3・日本国右で活動す却憎手咽体� 

.I T江活用の笥鈍・踏襲iこ獄パて、他国体・

企業・行政との醐艶1;:1額郵境期体
勤続愈】願比して、� 1件めだり主観蹴愈轍1)..t際立まわ

万再強件輸顕2.000万円〉

匡宣誓成21fF2烏� 18日銀 

。賭"創対・お串u泊先0

マイクロソフト持わ櫨働プログラム響額商

巨メーJレ:l1'lSI""lP<立α冶留針e.cr，主コ

府主へ，.~.泊料//VWWIrT相宿泊九α:rn/ぬpanín::x:>
※大護務縮で勃F、ま糟，¥樹フせ、施期開紛議対立電子メーJU1.治仁

額らぜてし官究きま'9。� 

こ立糟通話言、地撤筏態態坊詑筒、社会福静止事業譲境保

全事業臨際協力など社禽貢献活鶴崎信う各種団体等へ

の助成と社愈震離に賀ずる轟蓋・研究を目的とUと事業

!こ刻する結成

協議対象国儲難語迭人社団法人、社会話許i鼠人

民PO法人その抱在意悶砿市民ボラ

ンチィアグil.r-ブをさを疎開腕誕織
を愛知eI:..大制限鴨鱗〈髄人ち弓〉

臨境対象事措� (1)鰍蹄崎齢欝智正母灘覇者福祉
例措鞍組問麗撹・交{樹探会� 

(6)薗麟瀦1Jo交器

国加樹液Z解剖�  1件当1eり夜寝衷額上腕et200万丹� 

C総額およそ1αX>B丹を自遥D
匝3湖職21年2用28臼∞� (1胤

。隙パ餅フぜ・お串u幼持。
社間法人全E本鵠欝轄垣動機金

社会糞離基金揮鰭響務層� 

;:1 05-(問1 麓提浮き 3~シ之鰻之校出ψし7F 

γ'91:03円~ト4415 Fax: a-3435-(涜廷治
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地譲づくりやコミュ二チィービジネス� NPO法人の活戴牒ぬなど情報発憶惣糟鵜夜襲こお役官てくださしL
※糠務縮ざしておりますので、ご帯望の知識論議までお申し出くださしL

[縄ポ京三百複	 f-……一一

全軍立糊成樹歯科事器環センターなど立糊成樹轡報却額警報など密告島ラミレても慨す。活重痘掠めイベント

チラシを掲訴します。領選i脳出窓t 

f間宮コ}ナー� j-………ー

揚露づくりや:コミュニティーピジネス� NPO浪人江志出窓どに関する臨書ぽ怠線均な
謂蜜報器欝やNPOマネジメントなどを取り揃え蹟L柑� L応部つでいます。� 

NPC絡ゼ球浩司つQ&AQ!議箆ブックレット弛511) 

NPC漫鱒鵠関~3 現場。ち気たマニ訴さ?メジト� 

i.，情報3?12rwt;J--
jき蜜糧需立治薄肱おパンフレットなどを鰭糞レています。億語簿江藤酬をご覧iこなること帆地縁づくりやNPO
に陣~\をま締拐の聞に活霊露国などをを躍供されてlëむしめ明町レょうか。

参考国書情報
・題解� NPO法人の作り15

鶴間藤失事� CPHP諺移槙わ� 

21鵠掠悼む立精tt"そ¢癌本鷲溺料法人設立立鴻噂防法から、難u，議室きヤ特段愈D
翼務宮司鞠~lぷた鍾ち実蹴慨問。マニュアjレ。

-面倒

法人の雷さhからのイベント等割爾報を響纂レて

一編集後記ー

しまねし� 1溶いきねっとでは� 51準額き翼民奴激闘づくり謹捧やNPO
仁枝訊より喪七議題作りを~~掛けていききますので、ご協力ま融，\します。
なお、� '/J!:智立2舟20自省主〉発行予定です。講報提関誌な毘 10自ω0殺でにま瀬I¥L¥1乏し殺す。 
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