イベントなび

Ｍサポイベントなび

わくわく子どもまつり

分野別交流会
昨年開催した、分野別交流会では、多くの方の交流と連携が

前橋プラザ元気２１・３階の前橋市中央公民館ホール・ホ
ワイエ、Ｍサポで「第 3 回 夏休みわくわく子どもまつり」が

生まれました。
今年の活動分野は、『子どもの健全育成』です。子どもを取

開催されます。工作、手芸、実験、動物ふれあいコーナーなど、
親子で楽しめるブースが盛りだくさん！夏休みの思い出作り

り巻く社会的環境の急激な変化の中「食の支援」
「学習支援」
「居

に遊びに来ませんか♪

場所づくり」などの取り組みをされている活動団体の参加をお

●日時：８月１９日（土）１０：００～１６：００（入場無料）

待ちしています。

●主催：わくわく子どもまつり実行委員会

●日時：１１月４日（土）１３：３０～１５：３０

●問合せ：前橋市市民活動支援センター

TEL：027-210-2196

Vol.26

●会場：Ｍサポ

2017.Aug

交流スペース

Ｍサポ登録団体紹介

●定員：３６人（先着）
●対象：子どもの健全育成に関する活動を行っている、ＮＰＯ
法人やボランティア団体、及びこれらの活動に関心のある人
●申込方法：１０月２８日（土）までに、M サポ窓口・電話・
ＦＡＸ・メールにて①団体名②氏名（ふりがな）③住所④電話
番号を連絡（ＦＡＸの場合は、定員に達した場合のみご連絡します）

ＮＰＯ法人 教育支援協会北関東
ＮＰＯ法人教育支援協会は日本の将来を担う子供たちの健全な育
成と、市民の手による市民の教育作りを目的とし、行政、教育機関、
企業、市民と連携しながら広く教育活動を展開している NPO 法人で

同時開催！
まちなかキャンパス

夏休みキッズフェスタ２０１７

す。当協会は２０１３年にＮＰＯ法人教育支援協会北関東として独

●日時：８月１９日（土）１０：００～１７：３０

立し、群馬県・栃木県を中心に活動を行っております。

●会場：前橋プラザ元気 21・まちなか
●問合せ：前橋商工会議所

商業振興課

当協会の活動のひとつとして、子ども達の放課後の時間（学校以

TEL：027-234-5109

外のすべての時間）を豊かにすることを目的とし、群馬、栃木の公
共施設等で「地域子ども教室」を開催しております。

Ｍサポからのお知らせ

６月・７月の新規登録団体

８月１３日（日）Ｍサポは臨時休館となります。
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。）

（７月３１日現在、全登録団体数：３１４団体）
☆群馬お料理クラブ
県内食材を中心とした料理等で地域交流を行う。子供から障害
者、高齢の方までを対象に健康で明るい環境づくりを目指す。

交流スペースは通常通りご利用できます。

☆一般社団法人ヤング・アシスト
スタッフのつぶやき 『夏を楽しむ』
夏季休暇をとってネットサーフにいそしみます

（Ｓ・Ｈ）

自立援助ホーム等退所者のアフターケア、サポート施設として
子どもの居場所「ひだまりサロン」を運営。
☆駅おん♪Maebashi

夏を満喫したいなと思っています。お勧めありますか～

（Ｔ・Ｋ）

早寝、早起き、ラジオ体操

（Ｍ・Ｉ）

駅の利用者に元気で明るい前橋を感じてもらうことを目的と
し、前橋駅を中心にライブ・パフォーマンス活動を行う。

山に登ってみたいですがまずは平地の散歩から始めたい

（Ｎ・Ｏ）

☆あつまれ前橋スポット

前回、天候不良だった尾瀬至仏山に再チャレンジします

（Ｔ・Ｙ）

今年は琥珀糖をたくさん作りました。来年も作ります

（Ｈ・Ｆ）

生活に困窮する子どもの食育と学業支援、居場所づくりを行う
団体。地域内で支え合う社会づくりに寄与する。

そこでは「放課後イングリッシュ」「放課後てらこや」「放課後サ
イエンス」の活動を通して、学校や塾での学習とは違う、子供たち
が自ら学びの楽しさを経験することを目指しています。その他にも、
大自然の中で自らの生きる力を身に付けながら仲間や大人と関わる
ことで『共に過ごし、友に学ぶ』ことを体験できる自然体験活動や、

放課後イングリッシュの様子

大人の学びの場となるワークショップや講座等を開催し、地域の皆
さまと共に地域の課題に向き合い、行政と連携をはかり活動を進め
ております。ご興味・関心のある方、またお力添えいただける方は、
ぜひお気軽にお問合せください。
代表理事

公民館で「地域こども教室」

井熊ひとみ

地域教育サポーター養成講座

前橋市市民活動支援センター（Ｍサポ）
URL

イングリッシュキャンプ

森や川での自然体験活動

http://maebashi-shiminkatsudo.jp

e-mail 21@maebashi-shiminkatsudo.jp

NPO 教育支援協会の活動は・・

発行日：平成 29 年 8 月 9 日（隔月発行）
〒371-0023 群馬県前橋市本町 2－12－1 前橋プラザ元気 21／3Ｆ

学校・学童・行政への出前講座

自然体験学習で友と学ぶ

tel.027-210-2196 fax.027-237-0810
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

行政と連携した事業展開
地域教育サポーター養成講座

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

Ｍサポセミナー

～ＮＰＯ法人設立、迷っていませんか？～

初めてのＮＰＯ法人会計２

ＮＰＯの基礎知識

７月２２日に「初めてのＮＰＯ法人会計」と題し、日常の会計

「ＮＰＯ」とは何か、そしてＮＰＯ法人の設立までの準備、設立

処理についての入門的なセミナーを行いました。第２弾として、

の手順など、わかりやすく解説するセミナーです。また、ＮＰＯ

同じ講師により、ソフトを使用した実際の処理方法を学ぶことに

法人、一般社団法人の方の活動の事例発表もあります。ＮＰＯに

より、活動計算書等の作成までにつなげます。
●講師：福田公認会計士事務所

所長

福田秀幸氏

●日時：１０月３日（火）１８：００～２０：００

「Ｍサポふれあい祭り」を開催します。以下のとおり、参加団体
を募集します。

したい方は是非ご参加ください。

をお待ちしています。

●日時：２０１８年２月２４日（土）１０：００～１５：００

●日時：１０月２６日（木）１８：００～２０：００

●日時：１１月２６日（日）１３：３０～１６：３０

ついて知りたい方、ＮＰＯ法人を立ち上げたい方、ＮＰＯで活動

【第 2 部】活動事例発表

関わる人、ＮＰＯ法人会計に関心のある人

特定非営利活動法人群馬の医療と言語・文化を考える会

●定員：先着２４人（参加費無料）

一般社団法人中央ライフ・サポートセンター
●対象：NPO 法人、ボランティア団体、市民活動に関心のある人

⑤講師への質問を連絡

●会場：中央公民館ホール・ホワイエ・Ｍサポ
●会場：中央公民館 501・502 学習室（前橋プラザ元気 21・５階） ●募集対象：Ｍサポ登録団体（各団体より実行委員を１名選出し
●対象：地域活動に関心のある市民活動団体・ＮＰＯ法人・ボラ ていただきます。
）
ンティアグループ・企業・学校等

●募集内容：①ホールでの活動紹介：１６団体

●募集団体：３０団体

②実演・体験コーナー：２０団体

●申込期限：１０月３１日（火）

③食のコーナー：５団体

●申込方法：①申込書（ＭサポＨＰからダウンロードできます）

④パネル展示：３０団体（２／１１～２／２４開催）

●定員：先着２４人（参加費無料）

②提案内容を表現する写真、イラスト、図面等

●申込方法：９月３０日（土）までに、Ｍサポ窓口・ＦＡＸ・メ

●申込方法：１０月２２日（日）までに、Ｍサポ窓口・電話・Ｆ

ＦＡＸ、メールまたは直接窓口へ

ＡＸ・メールにて①氏名（ふりがな）②団体名③住所④電話番号

※②については、データでご提出ください。

ールにて、同封の申込書を提出。申込書はＭサポホームページか

を連絡（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）

Ｍサポふれあい祭り 参加団体募集

て、共感できる仲間を見つけるチャンスです。たくさんのご参加

ＮＰＯの概要、ＮＰＯ法人の活動、ＮＰＯ法人の設立

名（ふりがな）②団体名③住所④電話番号

来て！見て！笑って！つながろう♪

年に一度のＭサポ登録団体と市民の皆さんとの交流イベント、

●内容：
【第 1 部】ＮＰＯの基礎知識

サポ窓口・電話・ＦＡＸ・メールにて①氏

手をつなごう 地域・ＮＰＯ・企業

つながる３分プロジェクト２０１７発表者募集
を 3 分間のプレゼンテーションでＰＲします。団体の垣根を越え

●対象：ＮＰＯ法人や任意団体で会計に

●申込方法：９月２６日（火）までに、Ｍ

※まえばし地域活動ポイント対象事業

各分野で活動中の団体・企業が「前橋のためにやりたいこと」

●会場：Ｍサポ会議室

●会場：Ｍサポ会議室

Ｍサポイベントなび

※まえばし地域活動ポイント対象事業

●主催：前橋市市民活動支援センター

らもダウンロードできます。
●主催：Ｍサポふれあい祭り実行委員会

イベントレポート
まえばし地域づくり交流フェスタ２０１７
６月１８日（日）に前橋中央イベント広場で、まえばし地域づくり交流フェ
スタ２０１７が催されました。前橋市内２３地区の地域づくり協議会が主催し、
各地区の活動紹介や発表、特産品や郷土料理の販売、芸能発表などが行われ、
Ｍサポからは、明寿大学同窓会ラフターヨガクラブ、ＳＡＫＵＲＡの会、オカ

発表者大募集！

リナクラブ「響き」がステージ出演し、市民活動を多くの方に伝えました。Ｍ
サポ紹介コーナーでも、
「Ｍサポ元気お届けたい」のＰＲを行いました。
※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

協働ＮＥＷＳ
Ｍサポセミナー

Ｍサポセミナー プレゼン道場

初めてのＮＰＯ法人会計

「初めての NPO 法人会計」を、７月２２日（土）に M サポ会

６月２５日（日）交流スペースにて、NextStep プレゼン道場

議室で行いました。公認会計士・税理士の福田秀幸氏を講師に、

代表の小松愼二氏を講師に迎え、「プレゼン道場」を開催しまし

１１人の参加がありました。

た。

前半は、法人設立の際に提出する届出書について、実物を見な

論理的なポイントを意識し、プレゼンテーションの練習を通じ

がらの説明があり、後半は、現金出納帳について勘定科目が入っ

て、「伝える力」の向上を図る内容で、≪マジカルワード≫を使

たサンプルを見ながら、具体的な記帳の仕方について学びまし

った、1 対 1 の道場形式での実践練習を行いました。

た。

参加者からは、「プレゼン道場は、素晴らしかった。講師の先

講師の説明に、参加者は熱心にメモを取っていました。

」
「課題カードを使った
生の熱意が伝わり、内容も画期的だった。

「具体的な事例をわかりやすく解説していただいたので役に立

プレゼン練習は話しやすく、遊びながら楽しみながらでき良かっ

った」
「税務面や実践的

た。
」など、満足された声が

な方法を教示していただ

上がりました。

き勉強になった」との声

後日、
「今後、活動等を周

が参加者から寄せれまし

知するためのプレゼンをす

た。

るうえで、大いに参考にな
った」との、嬉しいお声を
いただきました。

まえばし市民提案型パートナーシップ事業の提案を募集中
市民と市が互いに協力して課題解決に取り組む「まえばし市民提案型パート
ナーシップ事業」を今年も実施します。市民活動のノウハウを生かして、市と
一緒に問題を解決しませんか。お互いに知恵を絞り、それぞれが得意とする役
割を果たしながら課題解決に向けて一緒に進んでいきましょう。市の負担額は
１事業当たり上限８０万円。１次審査（書類審査）と２次審査（公開プレゼン
テーション）を経て採択事業を決定します。詳しくは募集要項をご覧ください。
募集要項の配布＝市役所生活課、各支所・市民サービスセンター、前橋プラザ
元気２１内市民活動支援センターで。本市ホームページにも掲載しています。
募集テーマ＝自由テーマ：普段の生活の中で地域課題と感じているもの
規定テーマ：市から提示したテーマに関する事業提案を募集するもの
※規定テーマの詳細は募集要項をご確認ください。
対象＝営利を目的とせず、公益的な活動を行う団体など
申込方法＝１０月１３日（金）（必着)までに市役所生活課へ郵送か直接

事前説明会
日時＝８月２２日（火）①午後２時②午後７時
９月７日（木）

③午後２時④午後７時

会場＝①Ｍサポ会議室
②～④前橋市中央公民館
申込方法＝事前申込不要

503 学習室

