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東大手の会・活動実績 

（2013年 4月～2017 年 3月） 

 

○2013 年 

【事業名】私たちの政治ことはじめ 2013 参院選 みんなの頭で考えよう ワタシと政治の距離感ワークショップ 

【実施時期】7/15 【会場】名古屋市教育館 第１研修室 

【講師】青木研輔（東大手の会） 【ファシリテーター】伊藤かおり（フリーファシリテーター） 

 

【事業名】私たちの政治ことはじめ 2013 参院選第 2 弾 「ワタシとミンイの差を探れ！」 

【実施時期】10/6 【会場】まちの縁側 GOGO！ 

【講師】青木研輔（東大手の会） 【ファシリテーター】伊藤かおり（フリーファシリテーター） 

 

facebook ページ開設 2013/10/31 

 

○2014 年 

あいちモリコロ基金展開期助成受託 

「NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～」 

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 1 回》 NPO の政策提言（アドボカシー）って？ 

【実施時期】6/15 【会場】名古屋市教育館別館 第７会議室 

【講師】池本桂子氏（シーズ・市民活動を支える制度をつくる会理事） 

 

【事業名】NPO 法・認定 NPO 法人制度 法・税制改正最新情報 

【実施時期】6/15 【会場】名古屋市教育館別館 第７会議室 

【講師】池本桂子氏（シーズ・市民活動を支える制度をつくる会理事） 

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 2 回》マクロの視点から 政策提言を考えよう 

【実施時期】7/20 【会場】名古屋市市民活動推進センター 

【講師】伊藤恭彦氏(名古屋市立大学人文社会学部教授)  

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 3 回》地方の議会・議員・首長ができることとできないことを知ろう 

【実施時期】8/17 【会場】名古屋市教育館別館研修室 

【講師】伊藤英生氏(可児市議会議員)、海住恒幸氏(松阪市議会議員) 

 

【事業名】山田健一郎さん（公益財団法人佐賀未来創造基金理事長）と語る会 

【実施時期】8/30 【会場】NPO 法人市民活動支援機構ぼらんぽ事務所 共同会議スペース 

【講師】山田健一郎氏（公益財団法人佐賀未来創造基金理事長） 
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【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 4 回》エクスカーション「政策提言の現場から」 

【実施時期】9/23 【会場】愛知県産業労働センター ウィンクあいち小会議室 C1205 

【講師】兼田智彦氏（認定ＮＰＯ法人ＣＡＰＮＡ理事長） 

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 5 回》地方の議会・議員・首長ができることとできないことを知ろう 

【実施時期】10/19 【会場】名古屋 YWCA 

【講師】水野義則氏（尾張旭市長） 

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 6 回》政策提言のプロに、直接ブラッシュアップしてもらおう！ 

【実施時期】11/2 【会場】名古屋市立大学滝子キャンパス 

【講師】伊藤伸氏(政策シンクタンク 「構想日本」ディレクター、元内閣府行政刷新会議事務局参事官、 

元国会議員秘書) 

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

《第 7 回》政策提言に向けた所属団体内の合意形成についても考えよう 

【実施時期】12/14 【会場】名古屋市立大学滝子キャンパス 

【講師】伊藤恭彦氏(名古屋市立大学人文社会学部教授) ほか 

 

【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナー ～選挙じゃない政治への関わり方～ 

      NPO/NGO 政策提言力向上マニュアル「アドボカシーのための６つのステップ」報告書 

 

○2015 年 

あいちモリコロ基金展開期助成受託 

「NPO 労働環境改善のための調査とセミナー開催事業」 

 ※NPO 法人浜松 NPO ネットワークセンターとの協働事業 

 

【事業名】NPO 労働環境改善のための調査とセミナー開催事業「NPO スタッフ自由討論会」 ※会員限定・非公開 

【実施時期】7/4 【会場】知立市中央公民館 

【テーマ】「20-40 代が考える、NPO で働き続けるにあたっての展望と課題」  

【討論者】 非公開 

【共催団体】浜松 NPO ネットワークセンター 

 

【事業名】NPO のためのマイナンバー制度 勉強会 

【実施時期】8/5 【会場】あいちＮＰＯ交流プラザ 会議室コーナー２・３ 

【講師】川口創氏（弁護士）、鳥居翼氏（税理士） 
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【事業名】NPO/NGO 政策提言力向上セミナーステークホルダー編「労働組合とは何か」 

【実施時期】9/22 【会場】名古屋市教育館別館 

【講師】黒川滋氏（朝霞市議会議員、元自治労中央本部） 

 

【事業名】「NPO で働く」を考えるセミナー 「想い」を生かせる働き方とは ～NPO の実態と労働環境を考える 

【実施時期】11/15 【会場】クリエート浜松 4F 特別会議室 

【講師】 

話題提供:わたしたちって活動者？労働者？ 

話し手：朝倉邦博氏（NPO 法人浜松男女共同参画推進協会） 

      定森光氏（NPO 法人ささしまサポートセンター） 

      中尾さゆり氏（NPO 法人ボランタリーネイバーズ） 

      井ノ上美津恵氏（NPO 法人浜松 NPO ネットワークセンター） 

聞き手：小林芽里氏（浜松 NPO ネットワークセンター） 

講 演：NPO の働き方と労働法「次世代に手渡していくために」 

      家村 啓三さん（特定社会保険労務士・行政書士・明治大学非常勤講師） 

【共催】NPO 法人浜松 NPO ネットワークセンター 

 

【事業名】NPO のためのマイナンバー制度 勉強会 2 

【実施時期】11/19 【会場】あいちＮＰＯ交流プラザ 会議室コーナー２・３ 

【講師】川口創氏（弁護士）、鳥居翼氏（税理士） 

 

【事業名】NPO の政治参加を考えるセミナー ～NPO 法と政治活動～ 

【実施時期】11/27 【会場】ウィンクあいち会議室 1203 

【講師】三木秀夫氏（弁護士・日本 NPO 学会理事） 

 

2015/12/2 地域資源長屋なかむらポスト＆スペース利用開始 

 

【事業名】NPO のキャリア形成と労働法を考えるセミナー（愛知） 

【実施時期】12/9 【会場】ウィンクあいち 12 階会議室 1206 

【パネリスト】 ※非公開 

聞き手：青木研輔（東大手の会） 

【コメンテーター】加古朗氏（社会保険労務士） 【共催】NPO 法人浜松 NPO ネットワークセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/15/2017 9:37 PM 

4 

 

○2016 年 

【事業名】東大手サロン＜第 1 回＞市民活動支援センター見聞録（特に今年度新設のセンターを中心として） 

【実施時期】1/28 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】齋藤雅治氏（コミュネット江南・代表） 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 1 回＞ 

      新年スタート！2016 年こそ給与計算と年末調整・法定調書フローを見直そう 

【実施時期】1/31 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 2 回＞確定申告コワーキング 

【実施時期】2/14 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】東大手サロン＜第 2 回＞生活困窮者支援をふり返る（ささしまの現場から） 

【実施時期】2/25 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】定森光氏（NPO 法人ささしまサポートセンター・事務局次長） 

 

【事業名】東大手サロン・にんげん図書館タイアップ企画 灰色文献は地域の宝 

【実施時期】3/20 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【共催】にんげん図書館 

 

【事業名】市民活動支援センター見学ツアー 

【実施時期】3/30 【視察先】一宮市市民活動支援センター、あま市市民活動センター、日進市にぎわい交流館、 

アクティにしお（にしお市民活動センター）、碧南市市民活動センター、刈谷市民ボラ

ンティア活動センター、東海市立市民活動センター 

 

あいちモリコロ基金展開期助成受託 

「NPO の次世代を担う人材育成～NPO 職員としてのキャリア形成の視点から」 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 3 回＞決算準備、できてる？ 

【実施時期】4/2 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】東大手サロン＜第 4 回＞様々な NPO／NGO での経験を通じたキャリア形成について 

【実施時期】4/28 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】田口裕晃氏（特定非営利活動法人名古屋 NGO センター・事務局） 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 4 回＞NPO 決算コワーキング 

【実施時期】5/1 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 
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【ヘルプデスク】中尾さゆり氏 【コーディネーター】森建輔氏 

【共催】一般社団法人 SR 連携プラットホーム 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス 基礎講座 1「キャリアとは何か」 

【実施時期】5/22 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】東大手サロン＜第 5 回＞青年の市民活動への参加について～エコ・リーグの取組みから～ 

【実施時期】5/26 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】裏野秀和氏（特定非営利活動法人エコ・リーグ 2013 年度代表理事） 

 

【事業名】東大手サロン＜第 6 回＞市民活動が社会を変える！～子育て支援の現場から～ 

【実施時期】6/15 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】水野真由美氏（元特定非営利活動法人 SKIP 理事長） 

 

【事業名】あどぼの学校なごや開校記念シンポジウム『政策提言の価値を社会に広める』 

【実施時期】6/25 【会場】名古屋 YWCA4 階 404 

【講師】竹内ゆみ子氏（NPO 法人まちづくりスポット 代表理事） 

松井真理子氏（四日市大学教授） 

加藤良太氏（関西 NGO 協議会 提言専門委員） 

神田浩史氏（NPO 法人泉京・垂井 副代表理事） 

【主催】あどぼの学校なごや ※企画運営協力 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス基礎講座 2「NPO のビジネススキルの特徴」 

【実施時期】6/26 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【講師】田邊健史氏（GRASS –持続可能な NPO スタッフのための相互扶助の会代表） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 5 回＞ 

鉄は熱いうちに打て、来年の決算～総会、事業報告書等提出で苦労しないために今やるべきこと 

【実施時期】7/10 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】あどぼの学校なごや第 1 回講座「社会は意外と変えられる」～あなたの変えたい社会の不具合～ 

【実施時期】7/18 【会場】イーブルなごや 第 2 研修室 

【講師】和田礼氏 aka Darthreider（ラッパー） 

【コーディネーター】青木研輔（東大手の会・代表世話人） 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 
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【事業名】NPO キャリアキャンパス分科会 A「ボランティアから事務局長へ」 

【実施時期】7/24 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【講師】小林芽里氏（NPO 法人浜松 NPO ネットワークセンター事務局長） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】東大手サロン＜第 7 回＞子育てと NPO 経営の両立～市民活動流ワーク・ライフ・バランス～ 

【実施時期】7/28 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】坂本竜児氏（NPO 法人とよたエコ人プロジェクト代表理事） 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 6 回＞非営利法人の会計、NPO 会計コワーキング 

【実施時期】8/14 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】ＮＰＯ納涼会 ～セクター横断異業種交流会～ 

【実施時期】8/19 【会場】ELLE HALL Dining 【エルホールダイニング】 

 

【事業名】先進地、佐賀に学ぶ CSO と行政の協働のあり方 

【実施時期】8/19 【会場】ウィンクあいち小会議室 1108 

【guest speaker】山田健一郎氏（公益財団法人佐賀未来創造基金代表理事） 

 

【事業名】NPO で働く人のキャリアを考える「NPO キャリアサミット」  

【実施時期】8/20 【会場】ウィンクあいち 

【講師】山田健一郎氏（公益財団法人佐賀未来創造基金代表理事） 

【パネリスト】北村隆幸氏（NPO 法人ぶうめらん代表） 

河村槙子氏 (NPO 法人多文化共生リソースセンター東海副代表理事) 

【コメンテーター】田邊健史氏（GRASS（持続可能な NPO スタッフのための相互扶助の会）代表） 

【コーディネーター】青木研輔（東大手の会代表世話人） 

 

【事業名】あどぼの学校なごや第 2 回講座「社会はこうしてつくられる」～法律・制度を使いこなす～ 

【実施時期】8/21 【会場】名古屋 YWCA 404 会議室 

【講師】三木由希子氏（NPO 法人情報公開クリアリングハウス 理事長） 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 

 

【事業名】東大手サロン＜第 8 回＞ひきこもりだった僕が突然医療職をやめて縁もゆかりもなかった土地の市議会議

員選挙に出て当選した話 

【実施時期】8/25 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】志智央氏（稲沢市議会議員） 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス分科会 B「NPO の多業（マルチ）ワークでキャリアをつくる」 

【実施時期】9/4 【会場】ぶくパル 
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【講師】森建輔氏（一般社団法人 SR 連携プラットフォーム代表理事） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】あどぼの学校なごや第 3 回講座「草の根ロビイング入門」 

【実施時期】9/17 【会場】ウィルあいち 

【講師】明智カイト氏（認定 NPO 法人フローレンス） 

【コーディネーター】青木研輔（東大手の会・代表世話人） 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス 分科会 C「NPO で産休・育休・在宅ワークの仕組みをつくる」 

【実施時期】9/18 【会場】ぶくパル 

【講師】河村槙子氏（NPO 法人多文化共生リソースセンター東海 副代表理事） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 7 回＞今更聞けない”源泉所得税” 

【実施時期】9/19 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】東大手サロン＜第 9 回＞Q ちゃんと考える愛知の市民活動の歴史 

【実施時期】9/22 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】今枝久氏（リリオの会／こどもフォーラム） 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス分科会 D「中間支援 NPO でのスタッフ経験を活かし 地元 NPO 副代表へ」 

【実施時期】10/2 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【講師】太田黒周氏（NPO 法人てとりん副代表理事） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】あいちモリコロ基金「災害時のための市民セクター連携強化事業」 

市民セクターによる対応協議会＜第 1 回＞ 

【実施時期】10/21 【会場】名建協 1 階会議室 

【主催】認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード ※会議出席 

 

【事業名】東大手サロン＜第 10 回＞引きこもりだった僕が若者支援を始めた理由 

【実施時期】10/27 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】菅沼和司氏 (一般社団法人若者支援事業団理事) 

 

【事業名】東大手サロン＜第 11 回＞私がフェアトレードを仕事に選んだ理由 

【実施時期】11/15 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】北奥順子氏 (フェアビーンズなごや地球ひろば店・店長) 
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【事業名】あいちモリコロ基金「災害時のための市民セクター連携強化事業」 

市民セクターによる対応協議会＜第 2 回＞ 

【実施時期】11/17 【会場】ウィルあいち 

【主催】認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード ※会議出席 

 

【事業名】あどぼの学校なごや第 4 回講座「地域から社会を動かす」 

【実施時期】11/19 【会場】ウィルあいち 

【講師】原田さとみ氏（フェアトレード名古屋ネットワーク FTNN 代表） 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス分科会 E「NPO の経験を活かし政治家に転身」 

【実施時期】11/26 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【講師】岩脇圭一氏（津市市議会議員 NPO 法人津市 NPO サポートセンター元理事） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 

 

【事業名】あいちモリコロ基金「災害時のための市民セクター連携強化事業」 

市民セクターによる対応協議会＜第 3 回＞ 

【実施時期】12/2 【会場】名建協 1 階会議室 

【主催】認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード ※会議出席 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 8 回＞年末調整と支払調書 

【実施時期】12/4 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

 

【事業名】東大手サロン番外編・てとりんサロン 

アメリカに地域包括ケアのヒントを学ぶ ～医療・介護の連携と高齢者を支えるボランティア活動～ 

【実施時期】12/4 【会場】家族介護者支援センターてとりんハウス 

【話題提供】太田黒周氏（NPO 法人てとりん・副代表理事） 

【共催】NPO 法人てとりん 

 

【事業名】NPO／NGO 政策提言力向上セミナー「トランプ現象と NPO ～社会の変容を受けとめる～」 

【実施時期】12/8 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【講師】伊藤 恭彦氏（名古屋市立大学人文社会学部教授） 

 

【事業名】NPO キャリアキャンパス分科会 F「NPO の経験を活かし、企業へ」 

【実施時期】12/10 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【講師】山田智之氏（岩倉ボランティアサークル、オネストン株式会社） 

【ファシリテーター】間宮基文氏（創発サポート） 
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【事業名】あどぼの学校なごや第 5 回講座「キャンペーンで政策を動かす」 

【実施時期】12/18 【会場】名古屋 YWCA2 階 404 会議室 

【講師】原田謙介氏（NPO 法人 Youth Create 代表） 

【コーディネーター】青木研輔（東大手の会・代表世話人） 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 

 

【事業名】NPO 会計年末調整コワーキング・東大手サロン忘年会 

【実施時期】12/25 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

【共催】一般社団法人 SR 連携プラットホーム 【協力】全国 NPO 会計担当者ネットワーク 

 

○2017 年 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 10 回＞NPO 会計コワーキング：支払調書編 

【実施時期】1/14 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

【共催】一般社団法人 SR 連携プラットホーム 

 

【事業名】あどぼの学校なごや第 6 回講座「あどぼの受け手と真剣勝負」 

【実施時期】1/21-22 【会場】京都（合宿） 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 

 

【事業名】東大手サロン＜第 13 回＞政治家からの市民活動ノススメ 政治は教育を変えられない！！ 

【実施時期】1/26 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】今岡翔平氏 (亀山市議会議員・スポーツ鬼ごっこ公認 3 級ライセンス保持者) 

 

【事業名】あいちモリコロ基金「災害時のための市民セクター連携強化事業」 

市民セクターによる対応協議会＜第 4 回＞ 

【実施時期】1/27 【会場】名建協 1 階会議室 

【主催】認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード ※会議出席 

 

認定特定非営利活動法人名古屋 NGO センター会報誌『さんぐりあ』114 号・取材記事掲載 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜番外編＞ 

朝日新聞記事『エコキャップ推進協、事業費の５割超を「身内」に還流』から、何が学べるか考える座談会 

【実施時期】2/12 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【問題提起】安宮勝之氏（東大手の会・会員） 

 

【事業名】あどぼの学校なごや第 7 回講座「あどぼの成果を次につなげる」 

【実施時期】2/19 【会場】ウィルあいち 

【主催】NPO 法人泉京・垂井、あどぼの学校運営員会 ※企画運営協力 
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【事業名】東大手サロン＜第 14 回＞今さら聞けない社会福祉協議会 

【実施時期】2/20 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】高橋健輔氏 (名古屋市社会福祉協議会権利擁護推進部次長) 

 

【事業名】NPO ライフデザイン「NPO でキャリアを積む 5 つのモデル」 

【実施時期】2/26 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

 

小冊子「NPO ライフデザイン～NPO でキャリアを積む 5 つのモデル～」発行 

 

【事業名】あいちモリコロ基金「災害時のための市民セクター連携強化事業」 

市民セクターによる対応協議会＜第 5 回＞ 

【実施時期】3/9 【会場】名建協 1 階会議室 

【主催】認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード ※会議出席 

 

【事業名】東大手サロン＜第 15 回＞今さら聞けない生活協同組合 

【実施時期】3/14 【会場】地域資源長屋なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供】向井忍氏 (コープあいち・理事長スタッフ) 

 

【事業名】会計労務バックオフィス部会・月例お茶会＜第 11 回＞NPO 決算準備コワーキング 

【実施時期】3/20 【会場】地域資源なかむら 1 階 共同会議室 

【話題提供・ミニレクチャー】中尾さゆり氏（税理士） 【コーディネーター】森建輔氏 

【共催】一般社団法人 SR 連携プラットホーム 

 

【事業名】三重県名張市（まちづくり・地域福祉）視察 

【実施時期】3/24 【視察先】名張市役所、NPO 法人あぐりの杜（アグリー農園） 

【視察受け入れ担当】藤本勇樹氏（名張市福祉子ども部医療福祉総務室主任） 

井上早織氏（株式会社アグリー代表取締役社長、NPO 法人あぐりの杜 事務局長） 

 


