１２月・１月の新規登録団体

登録団体交流会

（１月３１日現在、全登録団体数：２８０団体）
☆群馬県赤十字血液センター

前橋出張所

献血の受入を行い献血への協力を呼びかける団体。安定した
輸血用血液供給を行うために献血協力者を増やす。
☆アムネスティ・インターナショナル

群馬グループ

国際人権 NGO の群馬グループ。人権侵害のない世の中を目指
し、良心の囚人へのハガキ書き、イベント、学習会を開催。
☆ハレルワ
セクシュアルマイノリティの地位向上を目指す団体。
当事者家族の心のケア等を通し社会的認知や支援を行う。
☆ガールスカウト前橋市連絡協議会
前橋市内にある１１の団の連絡協議会。各団の連絡を密とし、
ガールスカウト運動の推進と発展に尽くす。
☆ママの働き方応援隊群馬校

Ｍサポでは、登録団体の皆様からの要望をうけ、登録団体間
の交流と情報交換を通じ、登録団体の活動の活性化、事業の拡
充につなげていただけるよう交流会を開催いたします。代表者
の方だけでなく広く会員の方にも参加していただき、次年度の
M サポ事業の参考にもさせていただきたいと思います。

●日時：３月２６日（土）１１時～１２時（終了予定）
●場所：Ｍサポ交流スペース
●内容：登録団体間の交流及び情報交換
●申込み：申込書を３月１９日（土）までに窓口、電話、
ＦＡＸ又はメール
●その他：名刺及び活動紹介のパンフレット等の資料をご持参
ください。

前橋学級

赤 ち ゃ ん と 母 親 が 、 学校や高齢者施設で「命の授業」を行

平成２８年度ロッカー等利用申請受付開始

う「 赤 ち ゃ ん 先 生 プ ロ ジ ェ ク ト 」 を 実 施 。

M サポの「団体用鍵付ロッカー」
「団体用鍵なしロッカー」
「メールボックス」の今年度利用が平成２８年度ロッカー抽選

登録団体イベント情報募集！
Ｍサポ登録団体のイベント情報を募集します。Ｍサポ情報
紙やＭサポＨＰ、フェイスブックに掲載しますので、情報を

会前日をもって終了します。
平成２８年度利用申請受付およびロッカー抽選会を下記の通り
実施します。

お待ちしています！
※４月号の情報紙掲載をご希望の方は、３月１０日までに

高校生の力で群馬を元気に！

●申請期間：３月２５日（金）まで
●提出方法：利用申請書を①窓口②ＦＡＸ③メールいずれかで

Ｍサポまで情報をお寄せください。

●抽選日：３月２６日（土）受付：９:３０～１０:００
抽選：１０:００～１１:００

スタッフのつぶやき

『今年の抱負』

二年間の経験、反省をもとにがんばります！

（Ｓ・Ｈ）

本年もどうぞ、ご指導ご鞭撻よろしく「申」し上げます

（Ｔ・Ｋ）

『専有からシェアする暮らしへ』

※１１時までに受付をされない場合抽選に参加できませんの
でご注意ください。

群馬県高校生会議では、昨年の 12 月 23 日（水・祝）に「高校生×選挙 ～18 歳か
ら考える僕らの未来～」を開催しました。
本イベントでは、今年夏の参議院議員選挙から選挙権年齢が満 18 歳以上へと引き下
げられるのを受け、選挙にまつわる知識や、行政の取り組みなどへの関心・理解の深
化を目標に開催しました。

※詳細は同封の案内をご覧ください。

イベント前半では、群馬にまつわる観光や経済の議題についてグループに分かれ、

心に余裕をもって過ごせるようになりたい

（Ｍ・Ｉ）

各グループで政策立案を行いました。後半では、前橋市明るい選挙推進協議会・選挙

笑顔の力を信じ、明るく楽しく健康な毎日を！

（Ｋ・Ｎ）

管理委員会の方々による選挙にまつわるご講演を頂き、実際の選挙で使われている記

テーマカラーは「青」クールなあたまと熱いこころで！

（Ｎ・Ｏ）

平凡で心穏やかな毎日が送れる様に日々精進

（Ａ・Ｉ）

暖かな新年を迎え、少し体を動かし、体調管理

（Ｔ・Ｙ）

載台や投票箱を使用した模擬投票を行いました。
本団体は 2013 年の 6 月に「高校生同士のコミュニティとこれからの諸課題に対す
鍵なしロッカー

鍵付ロッカー

メールボックス

る当事者意識を持つ機会の創出」を理念に掲げ発足しました。今では、
「高校生の力で
群馬を元気に！」を合言葉に群馬の活性化に焦点を当て活動を行っています。

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
URL

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp
発行日：平成２８年２月５日（隔月発行）

活動メンバーは県内高校生のみで成り立っており、約 25 人の高校生が運営メンバー
として活動しています。
群馬県高校生会議は、運営メンバーだけでなく、協力してくださる大学生、一般の
方も大募集です。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

〒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

群馬県高校生会議

小高広大

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） 及び全館設備点検等の際は休館
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】ＮＰＯ法人 市民活動を支援する会

人格のない社団の会計・税務のセミナー開催報告

開催します！Ｍサポふれあい祭り

本講座は、会計基準に則った会計報告、法人税・消費税について、帳簿の付け方を知って

Ｍサポに登録している市民活動団体が一同に集まり、団体の活動内容を紹介します。

いただくことを目的に開催しました。講座を担当下さった織田秀哲講師から、最初に「人格

ステージではプレゼンテーションやパフォーマンス、ホワイエでは実演・体験コーナ

のない社団＝任意団体は、ＮＰＯ法人と法人税上同じ扱いであり、収益事業の有無で課税・

ー、パネル展示を行います。また食のコーナーの軽食や、抽選会の参加権を獲得でき

非課税が決まり、消費税法上も同じ扱いであること」とのお話がありました。次に、実践面

るスタンプラリー、ぐんまちゃんやころとんとの撮影会など、楽しいプログラムをた

での帳簿の付け方を学びました。現金出納帳に記帳する日付、現金が合わなくなった場合な

くさん用意しています。ご家庭にある余った年賀状や未使用切手を会場に持ってきて

ど、具体的な例での説明がありました。最後に「会計の目的は対外的に報告すること。正確

いただくことでボランティアもできます。来場の市民の方々と、参加団体や参加ボラ

な会計報告をする事で、団体の信頼度が増す。
」と教えていただきました。織田講師は、参

ンティアが交流を図り、楽しみながら活動を理解していただくお祭りです。皆様のお

加者の質問にわかりやすい言葉で丁寧に真摯に答えてくださり、充実したセミナーでした。

講師の(有)織田会計事務所 織田秀哲氏

越しをお待ちしています。
●会場：前橋プラザ元気２１

●日時：２月２０日（土）１０：００～１５：００
【アンケートによる評価

●お問合せ：Ｍサポふれあい祭り実行委員会事務局

回答者１４名（5 点満点中）
】

満足度

４．０８

【アンケート抜粋】

理解度

４．３３

＊任意団体の会計をして６年目ですが、今まで、前任者のした通りにやっていました。

お役立ち度

４．００

＊２週か３週に分けての連続講座で、もっと学びたいと思いました。

☎０２７－２１０－２１９６

M サポセミナー

今日、お話をうかがい、本当にためになりました。

３階

「リアルな

助成金の活用」

CANPAN 助成金データベース、助成機関同士の勉強会（CANPAN 関連）
、NPO の情報発信支援、
助成業務担当（日本財団福祉チーム）の経験からのお話しです。ワークショップもあり、実際の助

前橋の地域若者会議

「前橋おかえりなさい演奏会」

成プログラムの状況、リアルな助成金申請、助成金を本当に活用するということを学びます。
●日時：３月１６日（水）１８：００～２１：００

皆で楽しめる「音楽」を入り口として、元気な街作りのきっかけを作りたい！

●会場：前橋市市民活動支援センター

という想いからはじまったこの企画。まずは前橋の入り口である駅で演奏会を

●対象：ＮＰＯ法人、市民活動団体及びボランテイア・市民活動に関心のある人

開催することで、元気で明るい前橋を感じていただきたい、駅を利用される方々に

●参加費：無料

「ようこそ」
「おかえりなさい」という気持ちを伝えたい…と、

1 氏名②住所③電話番号④参加動機
●申込み：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにて ○

クリスマスの晩にＪＲ前橋駅構内で開催しました。時間は 17 時から 20 時。

講師

●定員：２０人

ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮセンター
代表理事

山田

泰久

氏

（ＦＡＸの場合は、定員に達した場合のみご連絡致します。）

アコーディオンやウクレレ、三味線、合唱やゴスペルなど

●申込期間：２月２１日（日）～３月７日（月）

5 組の出演者が、駅構内に設置されたステージで演奏を披露しました。

M サポセミナー

寒い日でしたが、駅の中にあたたかい空間が生まれ、

「すっきり・ドッキリ魅せる、チラシデザインのコツ」

会場中から歌声や手拍子が聞こえる楽しい演奏会となりました。

チラシ作成の際の「デザインの基本的な考え方やコツ」
、

足をとめてくださった皆様、出演者の皆様、

今年から開始したマイナンバー制度、改めてマイナンバー制度

説いただきます。質疑応答の時間も設けますので、是非この機会
をご活用ください。

講師

今後もまた、駅や前橋のあちこちで、音楽が聞こえたら、どうぞ足をとめてみてくださいね！

さいたま市市民活動サポートセンター

前橋おかえりなさい演奏会」は、これからも続けていきます。

センター長

出演希望者、またこの企画運営に携わってみたい方は、前橋の地域若者会議までお知せください。

大工原

潤

氏

●講師：群馬労務サポート

社会保険労務士

渋谷

庸介

氏

●日時：３月 19 日（土）１３：３０～１５：００

Rinn（アコーディオン奏者）

平成２７年度登録団体活動紹介パネル展

●日時：３月１２日（土）１４：００～１７：００

●会場：前橋市市民活動支援センター

●会場：前橋市中央公民館

●対象：ＮＰＯ法人、市民活動団体及びボランテイア・

５０６学習室

●対象：ＮＰＯ法人、市民活動団体及びボランテイア・
市民活動に関心のある人

Ｍサポ登録団体の活動内容を紹介し、より多くの市民の皆様に、知って親しんでいただきたいと、

●参加費：無料

活動紹介パネル展を開催いたします。
「Ｍサポふれあい祭り」直前の 10 日間実施。
多くの来場者があるスペースで、日頃の活動や研究・学習の成果、イベント告知・新規会員募集等、
広く団体をＰＲするツールで工夫を凝らした展示をします。たくさんのご来場をお待ちしております。
●会場：前橋市中央公民館ホワイエ（M サポ隣）
●展示期間：２月９日（火）～１８日（木）１０:００～１９:００（最終日は１７：００まで）

解説「マイナンバー」

の概要を学びます。また、団体運営に関わることなども併せて解

「キャッチコピーの書き方」等を学びます。

運営に協力してくださった皆様、どうもありがとうございました。

M サポセミナー

●参加団体：２５団体

●定員：３０人

市民活動に関心のある人
●参加費：無料
●定員：２０人

1 氏名
●申込み：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにて○

1 氏名②
●申込み：Ｍサポ窓口・ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにて○

②住所③電話番号④参加動機（ＦＡＸの場合は、

住所③電話番号④参加動機（質問事項）※ＦＡＸの

定員に達した場合のみご連絡致します。）

場合は、定員に達した場合のみご連絡致します。

●申込期限：３月５日（土）

●申込期限：３月１２日（土）

