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おおいたボランティア・NPOセンター
〒870-0907　大分県大分市大津町2丁目1番41号
　　　　　　　大分県総合社会福祉会館2階
TEL:097-555-9770　FAX:097-555-9771
Mail：npoinfo@onpo.jp　URL：www.onpo.jp
開室時間：月～金曜日　9:00～17:00
※土・日・祝、年末年始（12/29～1/3）は閉所します。

一般財団法人おおいた共創基金
当財団は、県民から資金を募り、ボランティア団体やＮＰＯ法人等
（ＮＰＯ等）が社会課題の解決に取組む活動等の支援を行っていま
す。その一環として、「おおいたボランティア・ＮＰＯセンター」の
運営を大分県から受託し、県内のＮＰＯ等の実情を把握しながら、
ＮＰＯ等の運営基盤強化に力を入れています。

TEL・FAX：097-556-3116
Mail：info@mejiron.org　URL：www.mejiron.org

めじろん
共創
応援基金

社会サービスの提供
地域課題の解決

資金と情報の循環

情報提供

寄　附

成果報告

支援・指導

県民・企業 等
社会貢献への支援

NPO等
社会貢献・課題解決

相談窓口
ＮＰＯ法人格取得、定款、
登記についての相談をお
受けします。

運営アドバイザーの派遣
ＮＰＯ法人の会計・労務・
税務の相談、ＩＴ関係の
専門者をあなたの団体へ
派遣します。

各種講座の開催
NPOのステップに合わせ
た講座とNPOに関わりの
あるテーマとした講 座を
開催します。

ヘルプデスクの設置
毎月１回、会計・労務・税
務の専門員のアドバイス
が受けられます。

わいわいカフェ
ＮＰＯ同士の横の連携を
広げるために、各月１回、
得意分野を持つＮＰＯが
講師となってＮＰＯを支
援します。

情報提供
イベントを紹介します。

ご利用ください。
ご利用ください。

ＮＰＯ等を対象に、このようなサービスがあります。ＮＰＯ等を対象に、このようなサービスがあります。

おおいたボランティア・NPOセンター

センターでは、NPOと企業や県民のみなさん、行政
などとの出会いの機会を作ったり、NPOの活性化や
自立的運営を支援するため、様々な事業を行っていま
す。お気軽にお立ち寄りください。

おおいたNPO情報バンク「おんぽ」

NPOやボランティア活動に関心のある皆さんが、協
力を求めたり、活動に参加できるようにするホーム
ページです。
ここではNPO、助成金、イベント、セミナー等に関
する情報の発信や収集をすることができます。また、
登録されている団体の情報開示度を★の数（３つが最
高）で示しています。

http://www.onpo.jp

運営団体



ヘルプデスク…
帳簿の書き方、日々の会計
処理を、レベルに合わせて
サポートします。
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おおいたマチカド座学 ＋ 交流会
「まちづくり」「文化」「芸術」等をテーマに、ワークショップ(一部:
座学、 二部:交流会)を開催します。年3回予定。第1回目は、「別府級
グル メ研究 所」門脇事務局長をお呼びして、6月28日に「別府裏路
地バル」のお話をして頂 きました。
第２回
日　程　8月9日（金）18:00～21:00
第一部　おおいたマチカド座学　18:00 ～ 19:15
　　　　八坂千景氏
　　　　NPO法人デンクパウゼ　代表理事
第二部　交流会　19:30 ～ 21:00
場　所　the bridge（大分市中央町3-3-19）
参加費　3,500円（めじろん基金寄附付）　　定　員　30名

第1回 オープンフォーラム
平成24年度に第1回助成事業（１団体50万円）を実施しました。本
年度も助成事業を行います。
ついては、ＮＰＯ等への支援を行っている行政や企業関係者、また、
大学との調査事業の内容を踏まえて、助成についての意見交換を行
います。議論した内容を踏まえ、本年度の助成事業の参考とさせて
頂きます。
日　程　7月27日（土）14:00～17:30
場　所　アイネス大会議室（大分市東春日町１-１）
参加費　無料　　　定　員　50名

おおいたNPO学び塾
映像制作を通じた「伝わる情報運用」の手法を学びながら、事業企画
力を身につける人財育成講座
前半〈指導者コース〉と後半〈制作者コース〉に分けて実施。
〈指導者コース〉ＮＰＯ自身や地域の情報を「資産」と捉え、指導者と
してそれを映像化するためのスキルを身につけることを目指します
（日程①～⑦）。〈制作者コース〉〈指導者コース〉の受講者の指導を
受けながら、映像作品を制作します（日程④～⑦）。
　　　　榎田竜路氏
監　修　NPO法人映像情報士協会理事長
　　　　内閣府地域活性化伝道師
　　　　佐藤和彦氏
講　師　株式会社FOURDEE（フォーディー）代表
　　　　ビジネス・プロモーションムービープランナー
対　象　NPO職員（リーダー層）および今後NPO活動を志す県民
募集人数　○指導者コース（定員１０名）　○制作コース（定員１０名）
場　所　アイネス　小会議室
参加費　5,000円（交通費は支給なし）
　　①　7/28（日）　講師によるレクチャー（指導者コース）榎田竜路氏
　　②　8/24（土）　自NPOの活動紹介映像制作（指導者コース）佐藤和彦氏
　　③　9/28（土）　自NPOの活動紹介映像中間発表（指導者コース）佐藤和彦氏
　　④　10/26（土）　指導者コース受講者によるレクチャー（制作コース）佐藤和彦氏
　　⑤　1/25（土）　指導者コース受講者によるレクチャー（制作コース）佐藤和彦氏
　　⑥　2/15（土）～16（日）　県外視察（一泊二日）
　　⑦　3 / 1（土）　総合発表会　榎田竜路氏

初級講座（組織力強化プログラム）
昨年度相談の多かった「お困りごとベスト３」を解決するための講座
日　程　①7/2（火）　②7/12（火）　③8/1（木）　④8/27（火）
　［※1日2部］ 昼の部・15:00 ～ 17:00/夜の部・19:00 ～ 21:00
場　所　アートプラザ研修室　　定　員　各20名　 　参加費　無料
全講座参加団体はめじろん基金の助成事業１次審査採点に加点されます。

中級講座（資金力強化プログラム）
助成事業の申請書の書き方を通して、資金力強化を図る講座
日　程　①9/13（金）　②10/4（金）　③10/25（金）　④11/15（金）
　［※1日2部］ 昼の部・15:00 ～ 17:00/夜の部・19:00 ～ 21:00
場　所　コンパルホール304号室　　定　員　各20名　　参加費　無料
全講座参加団体はめじろん基金の助成事業１次審査採点に加点されます。

チャレンジセミナー
ＮＰＯにつながりの深い内容である、指定管理、ソーシャルビジネ
スをテーマに、県外で活躍する講師２名による講演
場　所　コンパルホール304号室　　参加費　無料
海外事例を踏まえたNPOにおけるソーシャルビジネスとは
日　程　11/29（金）　講　師　アットグリーン（株）　取締役　飯塚誠氏
「指定管理者制度」を活用したコミュニティビジネスとは
日　程　1/24（金）　講　師　特定非営利活動法人　宮崎文化本舗　石田達也氏

初級講座
中級講座

チャレンジセミナー
おおいたNPO学び塾

おおいたマチカド座学＋交流会
オープンフォーラム めじろんフォーラム

出張相談室

ヘルプデスク

わいわいカフェ
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