15(木)
10/29(木)
10/

伝わる広報へ
みちびく
全 2 回講座！

19:00 〜 21:00

広報力

UP!

●
■

★

▲

リアル・
オンライン
同時開催
当日参加可

オンライン参加の方は
前日までに要申込

＋

￥
＝

31(土)
11/14(土)
10/

会計の知識を
高める
全 2 回講座！

10:00 〜 12:30

会計力

UP!

佐賀県 CSO 経営力向上推進事業

CSO広報力・会計力講座

地域や社会の課題解決に日々取り組んでいる CSO の皆さん、
――広報、していますか？
「うん、ちゃんとしとるよ？」という方、
「チラシもパンフレットも作っとっとに、みんな『知らん』って
言う」
「あれほど私らの活動について話をしとっとに、何度も同
じこと訊かれる」――伝わる広報、できていますか？
当講座では
「伝わる広報」
について、
2 回にわたってお伝えします。

CSO広報力講座（全 2 回）
広報力1
15(木)

10/

19:00 〜 21:00

CSO会計力講座（全 2 回）
会計力1

広報を知る

・広報とは何か
・広報手段の種類
・伝わる文章を書く
いけだ

活動団体の社会的信用のために法人化を考えている皆さん、
「でも、法人の会計って、大変なのでしょう？」
――そんな理由で迷ったりためらったりしていませんか？
会計も現場での活動と同じく、大切なのは日々の積み重ね。
当講座では、法人設立にあたって押さえておきたい税務の知識
や会計実務のポイント、日々の会計業務に必要な勘定科目や
仕訳、非営利法人の会計について、2 回にわたって解説します。

31(土)

10/

10:00 〜 12:30

ゆうすけ

29(木)

19:00 〜 21:00

株式会社 会計広報センター 会長・税理士、
古賀直税理士事務所、公益財団法人 佐賀未来創造基金 理事

会計力2

実践してみる

・良いチラシを分析しよう！
・チラシをデザインするポイント
・実践練習！チラシのラフデザイン
いけだ

が なおし

講師：古賀 直さん

NPO 法人 九州コミュニティ研究所
ディレクター・デザイナー

10/

・法人設立時の税関係の諸手続き
・NPO 法人の会計基準、税務、
会計処理
こ

講師：池田 祐介さん

広報力2

法人設立と税務

14(土)

11/

10:00 〜 12:30

基礎知識〜決算書作成
・日々の出納処理の考え
・お金の管理と帳簿の付け方、
決算書の作り方
えぐち

ゆうすけ

かずのり

講師：江口 和徳さん

講師：池田 祐介さん

特定非営利活動法人 佐賀県 CSO 推進機構
副代表理事

NPO 法人 九州コミュニティ研究所
ディレクター・デザイナー

全講座において「Zoom」を使用してのオンライン講座を同時開催します。1 講座（1 回）からでも受講できます。
共通申込フォーム

会場

対象
または 佐賀県CSO推進機構 で検索

佐賀商工ビル 7F 共用大会議室 A

◀会場へのアクセス
（Google マップ）

（佐賀市白山二丁目 1-12）

市民活動団体や学生団体、
市民活動やまちづくりに関心がある方

定員

【駐車場】佐賀商工ビル駐車場
もしくは唐人南パーキング
（無料券あり）

会場…20 名（先着順）
オンライン…定員なし

参加費

無料

【主催】佐賀県

【運営】特定非営利活動法人 佐賀県 CSO 推進機構
※CSO…Civil Society Organizations（市民社会組織）の略で、NPO 法人、市民活動、ボランティア団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTA といった組織・団体も含めて「CSO」と呼称しています。

講師紹介

講師紹介

講師紹介

CSO広報力
講座（全2回）

CSO会計力
講座（第1回）

CSO会計力
講座（第2回）

池田 祐介さん

古賀 直さん

江口 和徳さん

NPO 法人 九州コミュニティ研究所

株式会社 会計広報センター 会長・税理士
/ 古賀直税理士事務所 / 公益財団法人
佐賀未来創造基金 理事

特定非営利活動法人 佐賀県 CSO 推進機構

ディレクター・デザイナー

「デザインの最適化」をミッションとする
NPO 法人 九州コミュニティ研究所でグラ
フィックデザインを主に担当。福岡市博物
館の定期刊行物「ファカタ」や展覧会ポス
ター、高知県四万十市の観光サインデザイ
ン等の行政と連携した業務や、他の NPO
の web やチラシなどの広報ツール制作など
を実施している。

副代表理事

大学卒業後、複数の民間企業の会計を中心
とした事務部門に務め、会計・税務・労務
などの実務を経験し、知識の幅を広げた。
また一時期、職業訓練の簿記講座の講師を
担当している。2010 年に（特非）佐賀県
CSO 推進機構のユニバーサルデザイン事業
に携わり、2015 年より副代表理事。現在
も数社の事務部門の支援を継続中。

昭和 63 年（1988）税理士登録。平成 11
年（1999）佐賀大学大学院経済学部経済
学科を修了し、NPO 法等を学ぶ。佐賀県の
CSO を会計・税務の面からサポートし、関
与した CSO は 30 団体を超える。

申込方法

申込み・問合せ

共通申込みフォーム（二次元コード）またはFAX、E-mail、
プラ
ザの窓口にてお申込みください。
リアル（会場）参加は定員20
名まで先着順。空きがあれば当日参加可。オンラインは前日
18時までにお申し込みください。

留意事項
当日、スタッフが写真を撮らせていただきます。写真は記録用
のほか広報活動として使われる場合があります。当日の情勢に
よっては、完全オンライン開催となる場合があります。

特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構

（CSO経営支援事業／市民活動プラザ運営事業部）
〒840-0826
佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

TEL：0952-40-2002（担当：秋山）
FAX：0952-40-2011
E-mail：akiyama@min-nano.org
Web：https://min-nano.org/
Facebook：https://fb.me/sagacso/

詳細・申込

参加申込み用紙
1人目

2人目

ご所属・組織名
お名前
TEL
E-mail
助成金やセミナーなどの情報のメール配信を希望する

はい

いいえ

はい

いいえ

ＣＳＯ広報力

第1回（10/15 木 19:00〜）

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

第2回（10/29 木 19:00〜）

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

第1回（10/31 土 10:00〜）

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

第2回（11/14 土 10:00〜）

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

リアル会場

オンライン ▶E-mail必須

【質問】
どのようなことを期待していますか？
広報について疑問や知りたいこと、困っていること
があればご記入ください。

ＣＳＯ会計力

【質問】
どのようなことを期待していますか？
会計について疑問や知りたいこと、困っていること
があればご記入ください。

備考
※3人以上の参加も可能（備考欄にお名前を記入ください）ですが、申込み状況によっては参加形態を変更させていただく場合がございます。
※「オンライン参加」を希望される方は、当日参加用URLをメールでお送りしますので、メールアドレスを必ずご入力ください。
※個人に関する情報は、本講座（本研修）の目的以外には使用いたしません。

