（５月３１日現在、全登録団体数：３１０団体）

まえばし地域づくり交流フェスタ２０１７

☆特定非営利活動法人 群馬活性化企画センター

M サポ PR コーナー

社会起業家の育成、地域情報サイトや地域メディアの運営、行
政との協働体制づくり、調査、提案等を行う。
☆椿会
明寿大学 27 年 9 組と関係者による団体。学習成果を地域に活
かし、出前講座の地域への紹介等を実施する。
☆特定非営利活動法人

Vol.25

Ｍサポイベントなび

４月・５月の新規登録団体

ステージ発表
「M サポ元気お届けたい」３団体によるパフォーマンスで市民
活動を伝えます。
（各２０分）どうぞご覧ください。

ブレーメンの会

2017.Jun

アニマルセラピーの活動をする団体。老人ホーム・病院・学校・
イベント会場などで犬とのふれあいを通して心のケアをする。
☆関東甲信越音楽交友会
音楽愛好家が集い、毎月のコンサート活動、毎月 3 日に行われ
る弁天ワッセへのスポット参加等を行っている。
☆スリージェネレーションズ

１０：１５
明寿大学同窓会
ラフターヨガクラブ

まえばしこども食堂を運営。孤食、貧食の子どもたちやお年寄
りに栄養バランスのとれた食事を提供する。
☆アーツリサーチャー
アーツ前橋を中心にアートイベント、ワークショップの企画、
運営等を行う。
☆特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会群馬サロン
県内におけるファシリテーションの普及、スキルの向上、場づ
くりや会議進行等の一般向けセミナーを開催。

１２：５０
SAKURA の会
大正琴演奏

１４：１０
オカリナクラブ「響き」

オカリナ演奏

M サポ紹介コーナー

認定特定非営利活動法人 ひこばえ

中央イベント広場南ゲート横の M サポ紹介コーナーでは、
「M
サポ元気お届けたい」の案内、M サポ情報紙やリーフレット等
をそろえてお待ちしています。ぜひお立ち寄りください。
※Ｍサポ元気お届けたい…地域の「ふれあい・いきいきサロン」や施設等で活動
を行う M サポ登録団体（登録制）

「ひこばえ（蘖）
」とは？…折れた木株から出ている新しい芽
のことです。自然のものには再生する力があり、人間もまた同
じです。Domestic

☆ぐんま環境教育ネットワーク
環境教育発展のための人材育成の場を提供する団体。環境、教
育等、様々な分野のネットワークを構築する。

Ｍサポからのお知らせ

Violence（DV・家庭内暴力）や虐待等で心

が折れたとしても、諦めなければ必ず新しい芽が出ます。これ
を信じて、私たちは生きづらさを抱える女性と子どものいのち

Ｍサポからのお知らせ

Ｍサポ図書コーナー 新書籍紹介

を守るために、2009 年 9 月、NPO 法人を設立しました。以来

８月１３日（日）Ｍサポは臨時休館となります。

【稼ぐ NPO 利益をあげて社会使命へ突き進む】
【N 女の研究】

女性と子どもに役立つ事業〔①無料電話相談、電話カウンセリ

【ききマネ本舗

ング、面接、面会交流事業、②一時保護事業と同行支援

会議室・ミーティングブース・印刷機はご利用になれません。
（物品の貸出もお休みします。）

の資金づくりと広告編〉
】
【NPO 支援組織による災害支援活動～
東日本大震災の取り組みから考える～】
【子どもと貧困】
【地域

交流スペースはご自由にお使い下さい。

おこし協力隊

日本を元気にする 60 人の挑戦】
【デザイナーの

己実現のためのフォーカシング研修、心のケア事業、④DV・デ
ート DV 防止講座・加害者更正プログラム事業

⑤貧困母子家

庭への無料学習事業

（Ｓ・Ｈ）

新しい書籍が 11 冊加わりま

した。女性や子ども達が自分の尊厳を大事にして、自分らしく

牡丹に始まり、薔薇、これからは百合と紫陽花ですね

（Ｔ・Ｋ）

した。貸出は、1 人 3 冊まで、

山登りやハイキングで体力作りをして夏を乗りきる

（Ｍ・Ｉ）

貸出期間は 2 週間です。

木陰のハンモックでゆらゆら、のんびりしてみたい

（Ｎ・Ｏ）

ぜひ皆様の活動にお役立て

新緑の映える、清々しい空気の中で、森林浴を楽しみたい

（Ｔ・Ｙ）

ください。

連日の暑さに水琴窟や風鈴の音色で涼みたい今日この頃です （Ｙ・Ｓ）

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
URL

③自

ための著作権ガイド】など、

スタッフのつぶやき 『初夏を楽しむ』
待ちに待ったかき氷の季節 表町の有名店に行きます

みんなでききあう NPO マネジメント〈NPO

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

県内の高校「デート DV ワークショップ」

➅バザー等での広報事業〕をやってきま

生きられるよう、そして誰もがそれを当然のこととして受け止

ひこばえ無料学習会

められる社会になるよう願って活動をしています。
2017 年 3 月、所定の基準をクリアしたことにより、ご寄付頂
いた方々の「所得税」
「住民税」の控除が出来る団体として、県
から 13 番目の「認定 NPO 法人」に認証されました。今後、こ
れらの活動が継続していけるよう、ご支援をお願い致します。

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
発行日：平成 29 年 6 月 7 日（隔月発行）

理事長

茂木

直子

〒371-0023 群馬県前橋市本町 2－12－1 前橋プラザ元気 21／3Ｆ
tel.027-210-2196 fax.027-237-0810

Ｍサポふれあい祭り バザー出展
（ＤＶ被害者保護シェルター資金集め）

開館時間：午前 10 時～午後 10 時（事務所は午後 7 時まで）
休館日：（12 月 29 日～1 月 3 日） ※ただし、臨時に休館する場合があります
JR 前橋駅から徒歩 10 分 車の場合、市営駐車場ご利用で 4 時間まで無料

発行：前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ） 【運営団体】特定非営利活動法人 市民活動を支援する会
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６月
情報紙発行
セミナー

イベント

７月

★

８月

前橋市市民活動支援センター主な事業予定
９月

★

１０月

１１月

★

１２月

Ｍサポイベントなび
２月

１月

★

３月

★

★6/25

★7/22

★9/23

★ＮＰＯ法人

★11/26

★ＮＰＯ法人

★助成金セミナ

プレゼン道場

会計セミ

会計セミ

設立と準備

つ な が る３ 分

設立と運営

ー

ナー

ナー

プロジェクト

★6/18

★活動分野別

★11/19

★1/28

★2/11～2/24

★3/24

地域づくり交流

交流会

クリーン活動

公設民営開設

登録団体パネル

ロッカー抽選会

１０周年記念事業

展

登録団体交流会

★実行委員会

★実行委員会

フェスタ協力

Ｍサポ
ふれあい
祭り
＊予定表のため変更する場合もあります。

★実行委員会

★代表者会議

★実行委員会

★2/24
ふれあい祭り

Ｍサポイベントレポート
Ｍサポセミナー

Ｍサポクリーン活動

リアルな助成金の活用

※まえばし地域活動ポイント対象事業

Ｍサポセミナー 初めてのＮＰＯ法人会計

Ｍサポセミナー プレゼン道場
～マジカルワードであなたも今から話の達人～

ＮＰＯ法人会計を実践できるセミナーです。ソフトを使いなが

このセミナーは、助成金獲得時、また団体ＰＲに活用できるプ
レゼンテーション力を、実践的に身に着ける講座を行います。論

ら、現金・預金出納帳の作成方法等、日々の業務処理方法を学び、
正しい決算書作成につなげます。

理的なポイントを意識することで「伝える力」の向上を図ります。
●講師：福田公認会計士事務所
●講師：NextStep プレゼン道場ぐんま

代表

小松慎二氏

所長

●日時：７月２２日（土）１３：３０～１５：３０

●日時：6 月２５日（日）１３：００～１６：００

●会場：Ｍサポ会議室

●会場：M サポ交流スペース

●対象：ＮＰＯ法人や任意団体で会計に

●対象：ＮＰＯ、市民活動に関心のある方

関わる人、ＮＰＯ法人会計に関心のある人

●申込：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・

●申込：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・

メールにて①氏名（ふりがな）②団体名

メールにて①氏名（ふりがな）②団体名

③住所④電話番号をお知らせください。

③住所④電話番号をお知らせください。

（ＦＡＸの場合は定員に達した場合のみご連絡します）

（ＦＡＸの場合は定員に達した場合のみご連絡します）

５月１４日（日）午前 8 時より、前橋プラザ元気２１周辺で春

５月２１日（日）M サポ会議室にて、ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮ

のＭサポクリーン活動を行いました。このクリーン活動はボラン

センター代表の山田泰久氏を講師に迎え「Ｍサポセミナー・リア

●定員：先着２４人（参加費無料）

●定員：先着２４人（参加費無料）

ティア活動、企業の社会貢献活動の機会として実施しています。

ルな助成金の活用～その申請書

●申込期限：6 月２２日（木）

●申込期限：７月１５日（土）

また、この活動に参加することで、街の環境美化、参加者間の交

した。

流が図れればと願っています。

伝わりますか？～」を開催しま

講義と助成申請書を使ったワークを行い、今回のセミナーで

地域の魅力をまちなかから

まえばし地域づくり交流フェスタ２０１７開催！

当日は、８８名の方がご参加くださいました。朝方は小雨が降

は、各参加者が作成した申請書を事前に講師にチェックしていた

っていましたが清掃活動が始まる頃には止み、少し肌寒いくらい

だき、グループワークで良い点、改善点の講評がありました。助

の天気になりました。小さなお子さんから学生さん、シニアの方

成側からの適切なアドバイスは、今後の申請書作成に大いに役立

まで多くの方にご参加いただきましたお陰で、街がとても綺麗に

つ内容であり、よりブラッシュアップした申請書をワークで作成

なりました。ご参加、ご協力、ご協賛ありがとうございました。

しました。また、申請書作成時は、第三者が読んでわかりにくい

＜協賛・協力企業＞（順不同・敬称略）

内容を改善するなど、客観的

地域づくり活動を知ってもらう」をテーマに昨年に引き

群馬ヤクルト販売株式会社

な視点が必要であり、申請書

続き「まちなか」から地域の魅力を発信します。各地区

を作成することにより、自分

の郷土芸能発表のほか、甲冑の試着体験、地域の特産品

達の事業の検証を行うことの

・郷土料理の販売、ご当地カルタ

重要性を学びました。

大会など、楽しみながら地域の魅

関東製酪株式会社
有限会社グローバルファクトリー
PLEASANT CAFE 龍
株式会社 RIVER

福田秀幸氏

前橋市内２３の地域づくり協議会が主催する地域づくり
交流フェスタが開催されます。
１１回目となる今回のフェスタは、
「多くの方に市内の

力を感じることができるイベント
が盛りだくさんです。

◆６月１８日（日）１０：００～１５：００
前橋中央イベント広場（千代田町：中央通りアーケード）
※雨天の場合、内容が変更となります。

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正されました
平成２８年６月７日に改正ＮＰＯ法が公布され、平成２９年４月１日
から施行されました。
全てのＮＰＯ法人が対象となる改正点から次のふたつをご紹介します。
■事業報告書等の備置期間が 5 年に延長されました。
事業報告書等を事務所に備えて置く期間が、現行の約３年間から約５年
間に延長されました。
■貸借対照表の公告が必要になりました。
毎年度、貸借対照表の公告が必要になり、
「資産の総額の登記」が不要
になります。
公告の方法については、①官報に掲載②日刊新聞紙に掲載
③電子公告（法人のＨＰ等）④法人の主たる事務所への公衆の見やす
い場所への掲示、①～④いずれかを定款で定めなければなりません。
なお、
『貸借対照表の公告』の施行日は平成２９年４月１日でなく、
別途政令で定める日（公布の日から２年６か月以内）となっています。

協働ＮＥＷＳ

◆貸借対照表の公告を現在定款で規定されている
方法から変更する場合は、総会の議決、所轄庁への
届出等が必要になりますので、早めの対応をお勧め
します。

まえばし市民提案型パートナーシップ事業で未来が見える婚活！
今年度は、６つの市民提案型パートナーシップ事業が実施されています。

◆左記を含む改正の詳細につきましては、下記サイ

そのうちの１つである、ママの働き方応援隊群馬前橋校の「赤ちゃんの力で

トで確認してください。

課題解決！『赤ちゃん先生から学ぶ家庭像☆婚育～結婚したくなる！を育て

＊内閣府ＮＰＯホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
＊群馬県ＮＰＯホームページ
http://www.pref.gunma.jp/04/c1510024.html
または、Ｍサポ窓口にご相談ください。

るプロジェクト』
」は、婚活に赤ちゃんとのふれあいを
取り入れた「婚育プログラム」を行い、若者に結婚・
出産について考える機会を提供し、少子化に歯止めを
かけることを目的として下記のとおり申込受付中です。
参加資格：２０歳代から４０歳代の独身男女
参加費：男女ともに５００円

◆７月９日（日）

１０:００～１１:３０

アメイジンググレイス（小相木町 772-3）

◆９月１０日（日）１５:００～１６:３０
音羽倶楽部（神沢の森 1 番地）

◆１１月８日（水）１０:００～１１:３０
アメイジンググレイス

◆３月１７日（土）１５:００～１６:３０
音羽倶楽部
QR コードからのお申込みは受け付けます。
(開催月の前月１日から受付開始、先着順)

