期
時
会
対

間：8 月 30 日（金）～ 2 月 21 日（金）
間：14：00 ～ 16：30
場：クリエイトホール 第 2 学習室
象：ＮＰＯ・市民活動団体（1 団体複数名受講可）
※個人で参加を希望される場合は、ご相談ください。

参加費：１団体（複数名参加可能）4,000 円
定 員：１0 団体程度
非営利組織であるＮＰＯ・市民活動団体の運営基盤を強化するための連続講座です。
リーダーに必要な視点、団体運営に携わる人が知っておくべき内容を、テーマ毎に
経験豊富な講師を迎え、すぐに役立つ実践的な内容でお届けします。
会費、寄付、
事業収入、
助成金。。
。

考え方、感じ方
関わり方は
人それぞれ。。。

11 月 29 日（金）
9 月 20 日（金）
ＮＰＯ共通の悩み
「温度差」に
焦点をあてる

目指すは。。。

1 月 24 日（金）
人が集まる
講座とチラシの
作り方

ＮＰＯを支えるお金
～概要編～

NPO 法人男女共同参画おおた

理事長 坂田静香さん

NPO 法人 NPO サポートセンター

事務局長 小堀悠さん

信頼獲得

NPO 法人 CR ファクトリー

代表理事 呉哲煥さん
資金不足

責任
8 月 30 日（金）
団体の理念・ビジョンを
共有することの意味と
その方法

「共感」は
どこに。。
。？

12 月 13 日（金）
ＮＰＯを支えるお金
～実践編～

10 月 18 日（金）
メンバーのやる気や
主体性を引き出す
マネジメント

NPO 法人 CR ファクトリー

NPO 法人 CR ファクトリー

代表理事 呉哲煥さん

代表理事 呉哲煥さん

2 月 21 日（金）
情報発信の重要性と
効果的な発信方法
認定 NPO 法人藤沢市市民活動
推進機構 理事・事務局長

手塚明美さん

NPO 法人 NPO サポートセンター

事務局長 小堀悠さん
※個別のテーマのみの
受講も可能です。この場合、
参加費は、1 講座あたり
１団体 1000 円となります。

申込先：八王子市市民活動支援センター
①申込専用フォーム：ホームページをご覧ください。

主催：八王子市市民活動支援センター

②FAX：０４２－６４６－１５８７
③メール：npo802@shiencenter-hachioji.org

〒192-0083
八王子市旭町 12-1 ファルマ 802 ビル 5 階
Tel：042-646-1577
Fax：042-646-1587

ホームページに

※「パワーアップ講座」
、団体名、連絡者名（ふりがな）
、
簡単アクセス
電話番号、メールアドレス、FAX 番号、住所、
「参加動機または講座に期待すること」*１をご記入ください。
＊１:申込専用フォームの場合は、備考欄にご記入ください。

ホームページ：

八王子市市民活動支援センター

呉 哲煥さん

■第 1 回 8 月 30 日（金）
NPO 法人 CR ファクトリー
「団体の理念・ビジョンを
代表理事
共有することの意味とその方法」
「すべての人が居場所と仲間を持って
心豊かに生きる社会」の実現を使命に、 ■第 2 回 9 月 20 日（金）
NPO・市民活動・サークル向けの
「NPO 共通の悩み『温度差』に
マネジメント支援サービスを多数提供。
焦点をあてる」
多くの団体の個別運営相談やセミナー・ ■第 3 回 10 月 18 日（金）
イベント開催を実施。繋がりが希薄化
「メンバーのやる気や主体性を
した現代での新しいコミュニティの
引き出すマネジメント」
あり方を研究し挑戦を続けている。
★第 4 回 11 月 29 日（金）
「NPO を支えるお金 ～概要編～」

小堀 悠さん
ＮＰＯ法人ＮＰＯサポートセンター
事務局長・中小企業診断士・
認定ファンドレイザー・日本ファンド
レイジング協会認定講師
事務局長として法人のマネジメントや
資金調達を行いながら、研修・セミナ
ーの企画および講師として、それらの
普及に取り組んでいる。

手塚 明美さん

坂田 静香さん
ＮＰＯ法人男女共同参画おおた
理事長
閑古鳥が鳴いていた講座を創意工夫の
結果、翌年には講座平均申込率 3.3 倍
の快挙を達成。講演依頼が殺到し、
日本全国を飛び回る多忙な日々を送っ
ている。著書に「人が集まる！行列が
できる！講座、イベントの作り方」
、
「人が集まるチラシの作り方」

★第 5 回 12 月 13 日（金）
「NPO を支えるお金 ～実践編～」 認定ＮＰＯ法人藤沢市市民活動推進機構
理事・事務局長
☆第 6 回 1 月 24 日（金）
20 年余の地域活動と社会教育活動の経
「人が集まる講座とチラシの作り方」
験を生かし、NPO の支援を通じたまち
☆第 7 回 2 月 21 日（金）
づくり団体である「認定 NPO 法人藤沢
「情報発信の重要性と
市民活動推進機構」を創設。情報収集と
効果的な発信方法」
発信を進め、NPO を中心とした非営利
組織のマネジメント支援、社会貢献事業
※時間は全て 14：00～16：30
の起業支援、組織間の連携支援に取り
組んでいる。
クリエイトホール

※会場は、第 1 回から第 7 回まで
クリエイトホール 10 階の
第 2 学習室となります。

◎ クリエイトホール
・ＪＲ八王子駅北口、駅前通り沿い右側、
徒歩４分。
・京王八王子駅より徒歩５分。

------------------------------------------------------------------------------送付先 八王子市市民活動支援センター 行
FAX：０４２－６４６－１５８７
八王子ＮＰＯパワーアップ講座 2019 参加申込書
※お申し込み後、３日を過ぎても返信がない場合は、電話でお問合せください。

団体名
なまえ

連絡者お名前
（メール）

（電

話）

（ＦＡＸ）

（住所）
パワーアップ講座への参加動機や期待することをご記入ください。

※八王子市市民活動支援センターは、市民活動やＮＰＯなど公益的な活動を
支援している公設民営の施設です。

