プロボノワーカー参加者募集中！
新しい 人 とつ な が る 、 新しいコトを 知 る 。

あなたのシゴトをジモトに活かす！
「川崎プロボノ部」
とは川崎で地域貢献活動を行う団体（NPO法人、任意団体など）をサポートするボランティア活動部隊です。
社会人としての経験・スキルを活かして、団体の運営課題の解決をサポートするプロジェクト
（無料）です。
進化型ボランティア のプロボノワーカーとして、あなたも参加してみませんか？
活動時期は2期に分かれていますので、参加可能な時期に合わせて選択できます
（両方参加も可能）。
9月

10月

11月

第1期
9月上旬開始予定

12月

1月

2月

第2期
12月上旬開始予定

参加費

無料

会場：にこぷら新地

川崎市高津区二子2-6-47
東急田園都市線「二子新地駅」西口徒歩3分

至 中央林間

14:00〜16:00（開場13：30）

★

二子新

線高架

地駅

至 渋谷

オープニングセミナー＆説明会
日時：2018年 6月30日（土）
西口

田園都市

対象：プロボノに興味のある社会人・地域貢献活動をしている団体などのみなさま

50名

定員：

第1部 オープニングセミナー［14：10〜15：10］
内容： 第1部
講師 認定NPO法人サービスグラント 嵯峨 生馬氏
1974年生まれ。
シンクタンク研究員を経て、2005年、仕事の経験・スキルを
活かしたボランティア活動「プロボノ」により、NPOの基盤強化を支援するサー
ビスグラントの活動を開始。以来、3,900人を超える社会人の登録を集め、
590件以上のプロジェクトを実施。著作に『プロボノ』
（勁草書房）。

第2部
第２部

川崎プロボノ部説明会［15：10〜16：00］

プロボノワーカー参加希望者向け

説明会

7月 4日（水）19:30〜21:00

日時：2018年

（開場19：00）

会場：ミューザ川崎研修室２＋３
ミューザ川崎シンフォニーホール４階音楽工房内 川崎市幸区大宮町1310

JR「川崎駅」西口徒歩1分

内容：川崎プロボノ部の活動内容やスケジュールなど（個別相談可）※セミナーはありません。

KAWASAKI

主催：

企画・運営：

Shimin
Shi k in

新しい 人 とつ な が る 、 新しいコトを 知 る 。

専門知識は不問。あなた自身がスキルです！

プロボノワーカー参加者募集中！
社会貢献活動（＝プロボノ）に興味のある方ならどなたでも

応募資格

※職種・専門知識・年齢・性別などは問いません。
※参加希望の方は、説明会に一度ご参加ください。
※メール連絡が可能な方。

例えば、
こんなことをお手伝い

支援内容

支援先が抱えている課題

プロボノワーカーの支援内容

活動を支えるスケジュール管理や会場の手配、
メンバーへの連絡など、煩雑な事が多い。
一部のメンバーへの負担が増えてしまう。

課題整理ワークショップ
今までの活動を振り返り、整理して、
メンバーで仕事をシェアできるツールを提案。

せっかくの活動が、あまり知られていない。
活動をもっと地域の方々に広くアピールしたい！

団体紹介やイベントのチラシ・ポスター制作
団体紹介のリーフレット制作を提案。
デザイン案を作成。

活動の節目として、法人化したい。

法務相談
NPO法人化を提案。
法人化のためのスケジュールや手続きをサポート。

※支援メニューは一例です。支援先団体の要望に沿った様々な課題を対象としています。

プロボノワークは3〜5名のチーム編成をして行います。

チーム制

※友達や仕事仲間などチームでの参加もOKです。

先輩プロボノワーカーの声

申込方法

団体の活動が豊富で驚いた。

初めて他業種の方と一緒に

達成感を得ることができた。

活動できて、有意義でした！

フォームから申込
下記の「お申込みフォーム」に必要事項を記入の上送信してください。

http://bit.ly/kwsk̲probono2018
メールで申込
「お名前」
「団体名・所属先（可能であれば）」
「参加人数」を記載の上、下記まで送信してください。

probono@shimin-shikin.jp
応募上のご注意：報酬などは一切発生しません。
プロボノ期間中の交通費・通信費などの実費は自己負担となります。
ご了承の上、
ご参加ください。

主催：川崎市

企画・運営：公益財団法人かわさき市民しきん

お問合せ：公益財団法人かわさき市民しきん
川崎市市民文化局協働・連携推進課

E-mail：probono@shimin-shikin.jp

TEL.044-873-4586

E-mail：25kyodo@city.kawasaki.jp

TEL.044-200-2167

支援を希望する 団体 募集中！
新しい 人 とつ な が る 、 新しいコトを 知 る 。

ミンナの力を借りて、
ジモトをもっと元気に！
「川崎プロボノ部」
とは川崎で地域貢献活動を行う団体（NPO法人、任意団体など）をサポートするボランティア活動部隊です。
社会人としての経験・スキルを活かして、団体の運営課題の解決をサポートするプロジェクト
（無料）です。
進化型ボランティア のプロボノワーカーのサポートを受けてみませんか？
活動の時期は2期に分かれていますので、参加可能な時期に合わせて選択できます
（両方参加も可能）。
9月

10月

11月

第1期
9月上旬開始予定

12月

1月

2月

第2期
12月上旬開始予定

参加費

無料

会場：にこぷら新地

川崎市高津区二子2-6-47
東急田園都市線「二子新地駅」西口徒歩3分

至 中央林間

14:00〜16:00（開場13：30）

★

二子新

線高架

地駅

至 渋谷

オープニングセミナー＆説明会
日時：2018年 6月30日（土）
西口

田園都市

対象：プロボノに興味のある社会人・地域貢献活動をしている団体などのみなさま

50名

定員：

第1部 オープニングセミナー［14：10〜15：10］
内容： 第1部
講師 認定NPO法人サービスグラント 嵯峨 生馬氏
1974年生まれ。
シンクタンク研究員を経て、2005年、仕事の経験・スキルを
活かしたボランティア活動「プロボノ」により、NPOの基盤強化を支援するサー
ビスグラントの活動を開始。以来、3,900人を超える社会人の登録を集め、
590件以上のプロジェクトを実施。著作に『プロボノ』
（勁草書房）。

第2部
第２部

川崎プロボノ部説明会［15：10〜16：00］

支援先団体募集 説明会

7 9

日時：2018年 月 日（月）
19:00〜20:30（開場18：30）
会場：かわさき市民活動センター AB会議室
川崎市中原区新丸子東3丁目1100-12

JR南武線/東急東横線・目黒線「武蔵小杉駅」徒歩3分

内容：川崎プロボノ部の支援内容やスケジュールなどについて
（個別相談可）※セミナーはありません。

KAWASAKI

主催：

企画・運営：

Shimin
Shi k in

新しい 人 とつ な が る 、 新しいコトを 知 る 。

団体の困りごとの解決にチャレンジします！

支援を希望する団体募集中！
川崎市内に拠点を置いて活動する非営利団体であること

応募資格

※団体であれば、法人格の有無、活動ジャンル（子ども、福祉、動物、環境など）は問いません。
※株式会社、有限会社、合同会社などの営利法人は不可とします。

すでに活動している団体であること
※運営課題などについてのヒアリングや書類提出などが必要になります。
※参加希望の方は、説明会に一度ご参加ください。
※メール連絡が可能な団体。

支援内容

団体が抱えている課題

支援メニュー

代表者に業務が集中していて、今後の運営が心配。
今まで活動してきたことがこのままでいいのか不安。

課題整理ワークショップ

団体の活動内容が、一般の人たちに伝わらない。
イベントの集客に苦労している。

団体紹介やイベントのチラシ・ポスター制作

今後法人化をしたいが、
どの法人格がいいのか、
どういうことを考えていけばよいかわからない。

法務・法律・会計相談

外国人の住民に向けた情報発信をしたい。

翻訳・通訳、SNS活用方法、HPに関する相談

※支援メニューは一例です。実際の団体活動の課題に沿って支援メニューを決定します。

支援先団体の声

自分たちでは聞きづらいことを
アンケートしてもらえて助かりました！
（じもたん kids）
申込方法

自分たちでは気付かないことに
気付けました。今後の道筋ができました！
（みどりなくらし）

フォームから申込
下記の「お申込みフォーム」に必要事項を記入の上送信してください。

http://bit.ly/kwsk̲probono2018
メールで申込
「お名前」
「団体名・所属先（可能であれば）」
「参加人数」を記載の上、下記まで送信してください。

probono@shimin-shikin.jp
応募上のご注意：報酬などは一切発生しません。
プロボノ期間中の交通費・通信費などの実費は自己負担となります。
ご了承の上、
ご参加ください。

主催：川崎市

企画・運営：公益財団法人かわさき市民しきん

お問合せ：公益財団法人かわさき市民しきん
川崎市市民文化局協働・連携推進課

E-mail：probono@shimin-shikin.jp

TEL.044-873-4586

E-mail：25kyodo@city.kawasaki.jp

TEL.044-200-2167

