
NPOつてポランテ

ィアとは違うの?
活動資金…どう

やつて集めてる?

NPO法人を

立ち上|ずたい

活動を広<知うて

もらうには、どう

したらいい?

想いをカタチにして

みませんか ?

NPOに関する相談なら

どんなことでも

お気軽にどうぞ :

各日とも 13[00～、14:00～、15:00～ (40分程度) 事前予約制 (無料)

※都合により日程を変更する場合があります。
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ソレイユさがみ

く第 2火曜、第 4本曜>

申 ■ 1■ .

市民活動サポートセンタ…

く第 1本曜、第 3火曜〉

ユニコムプラザさがみはら

く第 103月曜、第 204土曜、

毎週水曜>

12月 11 涯ヨ(ノヒ) わ日(ホ )、 18日 (穴 )

5日 (水 )、 17日 (月 )、

19日 (ホ )、 22日 (土 )

1月 8(火 )、 24日 (本 )

'5(火

)、

7日 (月 )、 9日 (ホ )、 12日 (土 )

'0日
(ホ )、 2,日 (月 )、 23日 (ホ )、

26日 (土 )

2月 12日 (火 ) 7日 (本 )、 19日 (火 )

4日 (月 )、 0日 (ホ )、 9日 (土 )

13日 (水).18日 (月 )、 20日 (ホ )、

23日 (土 )

3月 12日 (火 )、 28目 (ホ ) 7日 (本 )、 19日 (火 )

4日 (月 )、 6日 (水 )、 13日 (ホ )、

,3日 (月 )、 27日 (ホ )
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申込み方法

※事前予約制

②『相談会申込書』を記入 ホームベージからダウンロァドもできます
UBL : http://www.sagamaru.org/

③『 Eメニル』 Or『 FAX』 で 相談日3日前までに提出
E-mail : sasami.saposen@iris.ocn.ne.jp EAX : O4Z-T5S-O79O

◆ 緑 区 :ソレイユさがみ コミュニティーゾーン
相模原市緑区橋本6-2-1シティ・プラザはしもと内6F

◆ 中央区 :さがみはら市民活動サポートセンター オープンスペース
相模原市中央区富士見6-6-23 けやき会館3F

◆ 南 区 :ユニコムプラザさがみはら 総合相談コーナー
相模原市南区相模大野3-3-2 bono相模大野サウスモール3F

相模原市内で NPO活動をしている、もし<は活動を始めようとしている団体またはlEl人

相談希望回時 月 日 ( )□ 13:00～ □14:00～  □15:00～ □緑区 □中央区 □南区

フリガナ

所属団体名
団体登録の有無

口有り □無し

フリガナ

申込者氏名 □男 □女
□～20代  回30代  □40代
□50代  □60代  □70代～

申込者住所

(〒    ―

相模原市 /市 外 :

)

市

申込者連絡先
TEL 携帯

FAX E―mail

活動形態 □任意団体 □NPO法 人 □公益法人 (財団 。社団) □個人 □その他 (       )

相談の概況
□NPO法 人について知りたい  □法人化を検討したい  □既に設立している
□その他 (

)

具体的な

相談項目

□設立  □人材  □広報  □交流  □企画  日経理  □税金  □資金
□事務所 □活動拠点 □団体情報 ロボランティア ロその他 ( )

相談内容

できるだけ
具体的にご記入

ください。

情報入手

この相談会を何で

知りましたか ?

□行政  □広報さがみはら □新聞・

□駅ポスター  ロサポセン情報 (HP、

地域情報誌  □知人

メルマガ、チラシ)

友人  □公民館など公共施設

□その他 ( )

い力 だい ン /7-か

①『電話』で申し込み   丁EL:042-了55-5790
警


