平成27年度

岩手県復興支援基盤強化事業

寄附募集
セミナー

認定NPO
法人 取得
セミナー

岩手県による「平成27年度 復興支援基盤強化事
業」の一環として、
「寄附募集セミナー」及び「認
定NPO法人取得セミナー」を実施致します。本
セミナーは、寄附募集と認定 NPO 法人取得のメ
リットや効果について具体的な事例や手法を用い
て、わかりやすく説明していきます。中・長期的
な活動の観点からその必要性を見出して頂き、実
際の取得に向けたアクションに繋がるきっかけと
なることを目指していきます。

NPO 関係者はもちろん、
企業や行政機関の方々にも
是非参考にして頂きたい内容が満載です！

Masataka
UO

平成 28 年

日時

2 月19 日（金）
13:00 - 17:15 受付 12:30

場所

鵜尾 雅隆

特定非営利活動法人
日本ファンドレイジング協会 代表理事
G8 社会インパクト投資タスクフォース日本諮問委員会
副委員長、社会的投資促進フォーラムメンバー、日本ボラ
ンティアコーディネーター協会副代表理事、
（株）ファン
ドレックス代表取締役なども務める。JICA、外務省、米国
NPO などを経て 2008 年 NPO 向け戦略コンサルティ
ング企業（株）
ファンドレックス創業、
2009 年、
寄付 10 兆
円時代の実現をめざし、日本ファンドレイジング協会を
創設し、2012 年から現職。認定ファンドレイザー資格
の創設、アジア最大のファンドレイジングの祭典「ファン
ドレイジング日本」の開催や寄付白書・社会的投資市場
形成に向けたロードマップの発行、子供向けの寄付教育
の全国展開など、寄付・社会的投資促進への取り組みな
どを進める。
2004 年米国ケース大学 Mandel Center for
Nonproﬁt Organizations にて非営利組織管理修士
取得。同年、インディアナ大学 The Fundraising
School 修了。
著書に「ファンドレイジングが社会を変える」
「NPO 実践
マネジメント入門（共著）」
「Global Fundraising（共
著）」
「寄付白書（共著）」
「社会的投資市場形成に向けた
ロードマップ（共著）」などがある。

マリオス

盛岡地域交流センター
会議室 188

13:00 -15:00

13:00 -14:35

寄附募集概論

14:35 -15:00

クラウドファンディング事例紹介

NPO法人 日本ファンドレイジング協会 鵜尾氏

NPO法人 wiz
クラウドファンディングサイト
「いしわり」
のご紹介
http://ishiwari.iwate.jp
URL

認定 NPO 法人取得セミナー

15:15 -17:15

認定NPO法人取得概論
認定NPO法人 カタリバ 岡本氏

県内認定NPO法人と講師のクロスセッション
認定NPO法人 桜ライン 311

17:00 - 17:15

認定特定非営利活動法人 カタリバ
常務理事・事務局長 / 公認会計士

定員 100 名

寄附募集セミナー

16:00 - 17:00

岡本 拓也

岩 手 県 盛 岡 市 盛 岡 駅 西 通 ２ 丁 目 ９ − １

参加費無料

15:15 -16:00

Takuya
OKAMOTO

個別相談会

1977 年大阪府生まれ。大学時代に 1 年間休学
し、旅の途中のバングラデシュにてマイクロファイ
ナンスに出会う。大学卒業後、大手監査法人を経て
コンサルティングファームにて数十社の企業再生
業務に従事。震災直前の 2011 年 2 月に独立、
同年 5 月よりカタリバの常務理事兼事務局長に就
任し、認定 NPO 法人の取得をはじめ事業規模・
組織人員ともに７〜８倍となる成長を牽引する。そ
の他、NPO 法人ソーシャルベンチャー・パートナ
ーズ東京 代表理事、KIT 虎ノ門大学院客員教授、
中京大学大学院客員講師、2013 年度内閣府共
助社会づくり懇談会専門委員、2014 年度中小企
業庁研究会委員等も務める。

各プログラム内で質疑応答の時間を設けさせていただきます。

寄附募集も認定NPO法人取得も
「できたらいいな」
では終わらせない。

会場のご案内・参加申込は
裏面をご覧ください。

主催 : 岩手県 運営 : 特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

会場のご案内

盛岡
開催

2016 年

2 月 19 日（金）

マリオス

北上川

旭橋

開運橋

盛岡地域交流センター 会議室 188

岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９−１

ホテル
メトロポリタン
盛岡
NEW WING

019-621-5000

■ 交通案内
・盛岡駅西口より徒歩 3 分
・盛岡 I.Ｃ. より自動車で約 10 分
・盛岡南 I.Ｃ. より自動車で約 9 分

ホテル
メトロポリタン盛岡
本館

■ 駐車場案内

至青森

・マリオス立体駐車場 ( 高さ 1.55m まで )

P

・盛岡駅西口地区駐車場
料金 7:00 〜 18:00→100 円 (30 分ごと )
（最大料金 1,000 円）

盛岡駅西口地区
駐車場

東口バスターミナル

盛岡駅

東北新幹線

西口

至東京

西口バスターミナル
正面入り口

いわて県民
情報交流センター

詳しくは会場のホームページをご覧ください。

（アイーナ）

http://www.malios.co.jp/

マリオス

盛岡地域交流センター
会議室 188

P

マリオス立体駐車場

お問合せ・お申込み
特定非営利活動法人

いわて連携復興センター

TEL 0197-72-6200

FAX

0197-72-6201

担当 : 伊藤
E-mail

itoh@ifc.jp

〒024-0061 岩手県北上市大通り一丁目3番1号 おでんせプラザぐろーぶ4階 (JR北上駅西口)
ホームページにも情報を掲載しております。 http://w w w . i f c . j p

お申 込 み
参加セミナー

下記をご記入いただき、0197-72-6201 に FAX いただくか
必要事項をご明記の上、itoh@ifc.jp までご連絡ください。

寄附募集セミナー ・ 認定NPO法人取得セミナー
※参加されるものを丸で囲んでください（複数可）

ふりがな

氏 名

団体名

活動概要
（任意）

TEL

FAX

E-Mail
※ご記入いただく個人情報は、特定非営利活動法人 いわて連携復興センターにおいて適切に管理し、本事業以外では一切使用致しません。

