新宿NPO協働推進センター

広報誌

えぬぽっぷん
NPO POP NEWS 略して『Npop’n』！
新宿NPO協働推進センターから、社会貢献活動に関連したポップな話題をお伝えします！

新宿NPO協働推進センターを避難所として運営す

旧体育館である2階多目的室では、AEDの体験コー

るのは、高田馬場三丁目北町会・戸塚町四丁目南町

ナーと避難所生活時に設営されるダンボールの小部屋

会・高田馬場親栄会の3町会。センターや併設する子

が出現！屋外では、バーナーで火をおこしているとこ

ど も 園 も く も く の 職 員 、 学 生 ボ ラ ン テ ィ ア （ Joy

ろや、組み立てた仮設トイレを見学…と豊富な内容。

Study Project）、新宿区の戸塚特別出張所・危機管

閉会式後には、非常食である「アルファ米」が配布

理課・地域調整課の職員、

され、解散となりました。

訓練を指導してくださる

どの参加者も真剣で、新たな体験をする度に質問が

消防署など…様々な関係

飛び交い、充実した時間となりました。

者が、朝8時を過ぎたころ
から準備開始。

いよいよ始まる！

普段は、子ども園の園児の姿で賑わうグランドにテ
ントが設営され、防災倉庫や防災ルームも開放され、
準備万端！

ＡＥＤ体験

ダンボールの小部屋

10時頃になると、幅広い世代の方々が、各町会の
一時（いっとき）集合場所からセンターへ、危険箇所
などを確認しながら集まってきました。
開会式が始まり、総勢
140名以上の大集団が三町
会にわかれ、ローテーショ
ンで下記の訓練プログラム
町会ごとに整列！

をこなしました。
ＡＥＤ体験
→センター見学
→子ども園もくもく見学
→備蓄倉庫・貯水槽見学

真剣な面持ちで聞き入る
町会の方々

→バーナー・仮設トイレ等見学

バーナー

仮設トイレ

アルファ米

今回の訓練で、実際に災害が起こった時のシミュ
レーションができたのではないでしょうか。
不安を抱えた状態で集まってる避難所では、知った
顔があり、お互い話ができるという、「顔の見える信
頼関係」が重要です。そのような関係を構築するため
に、普段から意識して地域に関わっていくことが大切
であると思います。

【避難所訓練を実施して】
元の西戸山第二中学校の統廃合にあたり地域の強い
要望で残ったこの避難所は、建物を改修し４つの施設

問題ですが、幸い区の強い支援で改善の方向に向かっ
ています。

が同居する迷路のような複雑な構造なので、今回の訓

最近の国の予測では、30年以内に震度６弱以上の大

練では、避難所関連施設ばかりでなく他の施設も見て

地震に見舞われる確率が、新宿区（都庁）では昨年に

いただく見学に重点を置き、仮設トイレ組み立て、応

比べ倍増し46％、スカイツリーでは83.4％にもの

急救護などのメニューも用意しました。

ぼっているそうです。いつきてもおかしくない大地震

訓練の過程で、学校に併設されている他の避難所と

に備え、これからも避難所運営の改

違う課題もいくつか浮かんできました。新宿NPO協働

善に努めてまいりますので、皆様の

推進センターや子ども園との協力関係の在り方、炊き

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

出しの場所、グランドフェンスの出入口の不便などの

避難所運営管理協議会 代表世話人 古澤謙次 氏

【避難所訓練に参加して】
「災害時に備える必要はどんな人にもある。だから地域もNPOも学生も関わりを持てる。」
ボランティア団体 JOY STUDY PROJECT 大口達也 氏
◆Joy Study Projectのこれまでの活動
Joy Study Projectは、東日本大震災によって新宿

現在、「強み」を活かした地域の防災活動を行うこ

区へ避難してこられた方々の支援を目的として、

とで、避難者や地域の方々という枠組みを超えて、地

2011年12月に結成された組織です。新宿区社会福祉

域の「つながり」をより強固にするお手伝いができな

協議会の協力を得ながら、複数大学の学生団体や個人

いかと考えています。

のネットワークで運営し、現在200人以上の学生が関

防災の取り組みは、被災時対応を考えるだけでなく、
被災された方々の気持ちを自分ごととして理解するこ

わっています。
主な活動のひとつは、

とが重要です。私たちが関わることで、人だけではな

「さんさん広場」という

く、気持ちを「つなげる」ことができればという想い

サロン。毎月第2土曜日、

があります。

都営百人町アパートの集
会所で開催しており、避

◆今回の避難所訓練について
地域の縁がわ さんさん広場

難者の子どもたちと遊んだり、勉強を手伝ったりしな
がら、子どもたちの成長を見守る温かな場所を目指し
ています。現在では、地域に住む親子やご高齢の方に
も参加いただき、「地域の縁がわ」となっています。
また、避難者や地域の方々と協働して、「百人町さ
んさん祭り」などのイベントも行っています。
当初は漠然とした「避難者支援」が基本方針でした
が、「地域コミュニティの活性化」が避難者の定住支
援にもつながると考え、現在ではこの２つの方針を両
輪にして活動しています。

◆防災活動が地域の「つながり」を強固にする

私たちは、新宿NPO協働推進センターの運営が円滑
になることが「地域コミュニティ活性化」につながる
と考えており、センターの運営支援ボランティアも団
体の大切な活動として位置付けています。
今回は、避難所訓練の運営支援ボランティアとして
関わらせていただきました。私たちが感じたことは、
「災害時に備えたい」という気持ちは地域もNPOも学
生も同じ、ということです。同じ気持ちだからこそ
「つながり」ができる。協働することができる。その
ような活動を推進
できるセンターを
お手本にして、普

避難者や地域の方々が居心地良く暮らせるよう、活

段の活動、そして

動では「つながり」を大切にしており、私たちの役割

新しい地域の防災

は、様々な人や関係機関を「つなげる」ことだと思っ

活動に対して積極

ています。学生が活動に関わると不思議と「つなが

的に取り組んでい

る」ことが多く、私たちの「強み」だと感じています。

きたいと思います。 たくさんの人・想いをつなげたい！

会議の様子

阪神淡路大震災、東日本大震災等の災害から、

東京が被災し、支援する側であるNPOも被

NPOはどのように災害へ立ち向かい、復興に

災者の立場になってしまった場合、ネットワー

力を発揮できるか、真剣に考え、出来ることか

クは機能しうるのか…。

ら備えていくことが重要となってきています。

現在は情報交換を通じて関係を深めている段

そこで、一般社団法人新宿NPOネットワー

階ですが、今後、東京が被災した前提でシミュ

ク協議会が発起人となり、20団体以上の賛同

レーションを行なうなど、現実的な復興支援体

を得て、「災害復興支援NPOプラットフォー

制づくりに向けて活動していこうとしています。

ム（仮称）」を立ち上げました。

次回会議は東京都地震被害想定の内部学習会

東日本大震災以降、災害支援団体やネット

も含め、2014年1月29日（水）10時から新宿

ワーク組織が増えてきていますが、大きな課題

NPO協働推進センターで行ないます。ご興味

は「NPO側も被災者となりうる」点です。

のある方はご連絡ください。 （西）

センター登録団体のイベント情報や、活動に役立つ講座等を紹介します！
新宿で活動する子どもたちの博覧会

市民とNPOの交流サロン

第12回ニューイヤー・キッズ・ミュージアム

聞えに困っている人を支えるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ術

日時

：2014年1月19日（日）
12時30分開場、13時開演
場所 ：牛込箪笥区民ホール
（新宿区箪笥町15）
参加費 ：無料
問合せ ：NPO法人 あそびと文化のNPO 新宿子ども劇場
【電話＆FAX】03-5261-8696
【MAIL】shinjuku@kodomogekijo.net
やさしい絵本から英語を始めましょう！

ゼロから始める英語多読講座
日時

：2014年2月2日（日）
13時半～15時半
場所 ：NPO多言語多読事務所
（新宿区北新宿4-17-2 中井ビル2階）
参加費 ：無料
問合せ ：NPO法人 多言語多読
【電話＆FAX】03-6279-3973
【MAIL】tadokuorg@gmail.com

日時
場所

：2014年1月27日（月） 13時～15時
：新宿NPO協働推進センター401会議室
（新宿区高田馬場4-36-12）
語 り 手 ：NPO法人 東京都中途失聴・難聴者協会
参加費 ：1000円
問合せ ：一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会
【電話】03-5206-6527
【MAIL】hiroba@s-nponet.net
＜イベント情報掲載依頼方法＞
◆対象期間：開催日が2014年2月16日～3月15日
◆募集締切：2014年1月15日（水）
◆対象団体：当センター登録団体
◆掲載件数：7件（1団体1号につき1件まで。応募
が多い場合は、開催地が当センターや新宿区内のイ
ベントを優先させていただきます。）
◆申込方法：タイトル、日時、場所、参加費、問合
せ先を、新宿NPO協働推進センターまで、FAX又は
メールにてご連絡ください。

『NPOセンターまつり新宿2014』の開催予定日決定
2014年5月18日（日）10：00～16：00
団体や地域の方々、双方の新しいつながりやネット
ワークのきっかけとなる場として開催しているセンター
まつり。第2回の開催予定日が決定しました。
今回は、実行委員会をつくり企画段階からいろいろな
団体の方のご意見を反映していく予定です。
一緒に盛り上げてくださる団体の皆様！まずは、下記
の「実行委員会 参加説明会」にご参加ください。

■実行委員会

参加説明会

日時：2014年1月23日（木）

18:30～

場所：新宿NPO協働推進センター

4階

401会議室

参加方法：氏名・所属団体名・電話番号を明記し、

NPO活動基礎講座

心のかようコミュニケーション講座
日 時：1月15日（水）、1月22日（水）
1月29日（水）、2月5日（水）
各回 1８:30～20:30
内 容：第1回「 コミュニケーションについて
の講義とワーク 」
第2回「 人の話を聞く講義とワーク 」
第3回「 多様な価値観を知るワーク 」
第4回「 これからの自分の活動につい
て話し合い 」
場 所：新宿NPO協働推進センター401会議室
参加費：全4回4,000円（1回1,000円）
講 師：NPO法人 KeiChoネット

センターへご連絡下さい。（下記問合せ先）
■実行委員会に参加いただける団体
・センター利用団体（登録、一般は不問）
・下記の実行委員会にすべて参加いただけること
（代理出席も可能です）
■実行委員会開催日程
日時：2014年2月6日(木) 、3月6日(木) 、
3月20日(木) 、4月3日(木) 、5月8日 (木)
各回

広報力をつけるための
「PR感性」の鍛え方～実践編～

NPO活動基礎講座

日 時：1月17日（金）19:00～21:00
場 所：新宿NPO協働推進センター501会議室
参加費：1,000円
講 師： 小久保啓 氏
（株式会社東北新社 PRプランナー）

18:30～

場所：新宿NPO協働推進センター

★参加希望の方は、電話、FAX、メールにて、
センターへご連絡下さい。（下記問合せ先）

