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参加者が見ていそうな雑誌のコピーを参考に！ 
考え、対象となるターゲットを絞り込み、その方が見ていそうな身の回りに

あるチラシや新聞、雑誌も参考にしてキャッチなコピーを使う。(2)左上から

チラシ面積考え、対象となるターゲットを絞り込み、その方が見ていそうな

身の回りにあるチラシや新聞、雑誌も参考にしてキャッチなコピーを使う。

(2)左上からチラシ面積

＊大阪市 NPO・市民活動企画助成事業＊ 環境 NPO スキルアップセミナー 

「みんなの大問題！情報発信力・広報力アップ♪」を開催しました 
2015/8/25（火） ＠大阪市立総合生涯学習センター 
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[２０１５．９月号] 

みんなの大問題！広報力アップ♪ 出来上がったチラシと記念撮影 

環境 NPO スキルアップセミナーは、NPO の活動基盤の強化を

めざしミニレクチャーやワークショップ形式で開催しています。 

第３回目は、「情報発信力・広報力アップ♪」と題して、

「イベントを開催しても参加者を動員できない」 とか

「団体の認知度不足からなかなか活動が広がらな

い。」との声に、自らも環境活動に取り組まれる全国環

境ボランティアリーダー会事務局長今永正文氏をお招

きし開催しました。 

 

アイスブレイク「名刺で自己＆団体紹介」では、一度の

名刺交換で相手の記憶に残る名刺づくりをしました。

つづく、ワークショップでは、(1)チラシを「人集めのツー

ル」としてではなく、「想いを伝える」ラブレターと考え、

対象となるターゲットを絞り込み、その方が見ていそう

な身の回りにあるチラシや新聞、雑誌も参考にして

キャッチなコピーを使う。(2)左上からチラシ面積の１/3

にタイトルやメッセージを配置、オモテ面の情報は必要

低限に」といった具体的なアドバイスを受けなが

ら、チラシの作成・印刷に取り組みました。 

 

NPO の広報は、活動の両輪。その想いや目指すべ

き姿、団体のカラーをいかに支援者や協力者に「伝

え」共感を得ることができるかが、イベントへの興味

関心の喚起のみならず、活動の拡がり(会員、ボラン

ティア、連携パートナーの獲得)や資金調達などすべ

てに共通して重要になってきます。 

さらに、「伝えたい相手」に応じて相手に届く「伝え方」

で「伝えているか」を振り返る時間も必要。そのため

の情報は、身近なメディア（雑誌、チラシ）を使って収

集が可能であること体験しました。 

 

チラシは、団体の「想いを伝える」ラブレター 

「企画力アップ♪」 2015/11/26 

＠大阪市立総合生涯学習センター第５研修室 

「資金調達力アップ♪」 2016/１月下旬 

＠大阪環境情報プラザ 研修室 

次回は参加したい・・・大切なのは共感 

参加者が見ていそうな雑誌のコピーを参考
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もう一息…！ 

最高の笑顔 

初めての助成金申請書の書き方セミナー 

（7/24 奈良市・9/5 宇陀市）開催のご報告 

 

11/21・22 に開催される「助成金セミナー」のプレイベ

ントとして、７月・９月の助成金申請書の書き方セミ

ナーを開催しました。 

「第 1 部 助成金とは？」では、当会の平山理事より団

体の活動資金の考え方や助成制度について基本的な

情報をご説明しました。 

 

 

 

「第２部 助成金に関する意見交換」では、申請前に抱

えておられる悩みや疑問を共有しました。 

２会場で共有されたお悩みベスト３は・・・ 

 ①助成金情報は、どこから収集すればよいか？ 

 ②予算立ての仕方がわからない。 

 ③申請書作成にかかわる事務量が増える   

                       

助成金情報の収集については、以下のサイトで

チェックすることができます。助成金申請は、情報

収集から始まっているといっても過言ではありませ

ん。団体の活動内容と申請する助成制度の趣旨、

対象事業、対象期間が合致するかをチェックしま

しょう。 

各助成団体のホームページでは、応募要項や申請

書類のダウンロードができるほか、過去の採択団

体の報告書が掲載されるなど、傾向をつかむことも

できます。 

●全国規模の助成制度：「日本財団の CANPAN 助

成制度」「公益財団法人助成財団センター」など    

●地域限定の助成制度：各地域の NPO センター

●環境分野の助成制度：エコネット近畿のホーム

ページ、メールニュース、環境分野助成制度一覧

（助成金セミナー参加者に配布）            

●補助金情報：自治体の協働推進課はじめ活動分

野に関係する部署のホームページに掲載 

 

予算（人件費）については、①団体で規定を作って

おく、セミナー講師料などは、②経済産業省の「講

演等謝金等支払基準」などを参考にされるなど、根

拠を説明できるようにしておきます。 

応募要綱で、各勘定科目は全体の費用の「～％以

内」とか、自己資金を２０％以上用意することなど条

件が明示されている場合もあります。 

上限額一杯の予算をたてて申請したものの、事業

終了後の入金の場合は建て替えが必要になります

ので、団体の体力にあわせ必要額を申請するこ

とが懸命です。 

また、「必ず聞かれる団体概要は予め用意」し、総

会資料は年度中いつでも手元においておくだけで、

申請に関する事務量の軽減がはかれます。 

助成金申請が採択されるとは？ 

助成団体がその事業を「理解→共感→応援」

し、活動のパートナーとなること 
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「第３部 申請書作成体験＆模擬審査」では、作成した

申請書を交換し、直した方が良いと思うところをチェッ

クしたあと、審査員の視点で「社会性」「新規性」など特

に良いと思うところを伝え合いました。 

 

 

申請書は提出前に、第３者に見てもらうことで、より

「伝わる」申請書へとブラッシュアップすることができま

す。また、添付必須の書類が用意できないときなど、

勝手に判断して省略せず、応募要項や HP の Q&A を

確かめた後、先方に問い合わせを！ 

                

いよいよ、新年度(平成２８年度)の事業に対する助成

のための助成申請ピークがやってきます！団体の活

動をステップアップするチャンス！チャレンジしてみら

れてはいかがでしょう

 

http://www.econetkinki.org/blog150813223503.html 

■開催日時■(兵庫)11 月 21 日/(奈良) 22 日      

■参加費■ 一般 1000 円、会員 500 円            

■参加助成団体■（独法）環境再生保全機構,       

（公財）河川財団、全労済、(一財)セブン-イレブン記念

財団、(公財)ひょうご環境創造協会             

■主 催■エコネット近畿、セブンイレブン記念財団、  

■共 催■尼崎市、NPO 法人奈良 NPO センター     

■協 力■あまがさき環境オープンカレッジ、奈良中

央信用金庫                            

■後 援■兵庫県、公財ひょうご環境創造協会    

奈良県、宇陀市、天理市、奈良市、NPO 法人奈良ス

トップ温暖化の会 

第２３回 エコネット・カフェ   

iPhone/スマホとアプリを使って簡単ムービー制作 

2015/9/16 14：30～19：30 ＠エコネット近畿事務所 

 
 

Earthible（アーシブル）の映像クリエーター：酒井敏

宏さんと櫻井一哉さんを講師にお招きしてのカフェ

は、雨にもかかわらず多くの方にご参加いただきま

した。   

「文字より写真、写真より動画！」 ほんのわずかな

時間でも映像には、人を惹きつけるチカラを感じま

す。 かつては、高額の機材やアプリケーション、撮

影者の高度な技術が必要だった動画の録画や編

集が、テクノロジーの進化によって、スマホや

iPhone とアプリによって可能になったことを受け、

団体紹介ムービーの製作に挑戦しました。 

・被写体の心の準備のため５カウントダウンし開始 

・撮影後１０秒余分に録画してつなぎ目を滑らかに 

・撮影中ズーム機能は使わない 

・撮影時には、必ず公開することの許可をもらう 

などプロの技＆コツ＆ポイントを教えて頂きながら、

実際に３人一組で作品制作。音楽やテロップをつけ

完成作品を視聴しました。               

酒井さん作の当日のカフェの動画をエコネット近畿

FB で公開していますのでご覧ください。 

専門用語の多様に注意し第３者にみてもらう 

不明な点は担当者に問い合わせを！ 

（ただし時間・問合せ方法など、マナー厳守） 

セブン-イレブン記念財団 「2016 年度環境市民活動助成」の応募要項が公開されました！ 

助成受付：2015 年 11 月 1 日（日）〜12 月 10 日(木) http://www.7midori.org/josei/index.html 

■NPO 基盤強化助成：自立した活動ができる環境 NPO を目指す団体を原則３年間継続助成。上限 400 万円 

■活動助成：環境市民活動に必要な経費を 1 年間助成。NPO 上限 200 万円、任意団体上限 50 万円      

■緑化植花助成：緑と花咲く街並みをつくる活動を 1 年間助成。上限 40 万円                     

■清掃助成：ごみのない環境をつくる活動を 1 年間助成。上限 20 万円 
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NPO 法人エコネット近畿 

主催事業スケジュール 

 

日 程 は 変 更 の 可 能 性 が あ り ま す 。  

詳細はエコネット近畿ホームページで  

ご確認ください。 

  

 

■第 24 回 エコネット・カフェ  

 「日本の教訓が中国で活かされない 

  グローバル経済のもたらしたもの」 

  10/7(水) 14：30～16：30 

  ＠エコネット近畿 事務所 

■第 11 回 助成金セミナー 

  11/21（土）13：00～17：00 

＠尼崎市すこやかプラザ(兵庫県) 

  11/22 日(日)13：00～17：00 

＠天理市文化センター（奈良県） 

助成財団担当者 個別質問会も！ 

セブン-イレブン記念財団助成事業 

■環境ＮＰＯスキルアップセミナー    

 企画力アップ♪ 

11/26（木）13：30～16：30 

＠大阪市立総合生涯学習センター 

■第 25 回 エコネット・カフェ  

 「就労移行支援×環境エネルギー

TEAM CHAKKA の活動の今」 

  12/2(水) 14：30～16：30 

＠エコネット近畿 事務所 

■NPO・企業と行政の協働セミナー 

1/21(木)予定 ＠大阪産業創造館 5F 

＊大阪府環境保全補助事業＊ 

■環境ＮＰＯスキルアップセミナー   

  資金調達力アップ♪ 

1/30（土）14:00～16:30（予定） 

＠大阪環境情報プラザ 研修室 

＊大阪市ＮＰＯ・市民活動企画助成事業＊ 4 

 

 

法人格をお持ちの NPO には、マイナンバー（１３ケタの法人番号）が通知されます 

 ○講師への謝金を支払い、源泉徴収の事務を行っている 

 ○有給職員を雇用している  場合は、マイナンバー取り扱い事業者となります。 

法人番号は・・・・ 

（１）公表：インターネット上で 「法人名」「所在地」「法人番号」が公表されるほか、 

  パソコン、スマホ、タブレット端末を使い、検索やダウンロードも可能です。 

  http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ (平成２７年度１０月開設) 

（２）登記上の本店所在地に通知されますので、所在地や名称に変更があった法人は、

   管轄の法務局への申請が必要です。 

（３）来年１月以降に作成する源泉徴収票や申告書、給与所得者の扶養控除等申告 

   書、法人税や消費税の申告用紙などで記載が必要になります。 

詳細については、以下の URL をご参照ください 

▼国税庁「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について 

 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/ 

▼国税庁「法人番号リーフレット」 

 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/leaflet.pdf 

▼国税庁事前情報提供ページ 

 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm 

▼国税庁「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税 

 番号制度の概要」 

 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf 

 

NPO にも 「社会保障・税番号（マイナンバー）」 

エコネット近畿 
アクセス 
 

南森町駅東出口 

地下鉄３番出口 

徒歩５分 

 

＊JR３番出口 

ではありませんので

ご注意を！ 

 


