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！

◆センターを交流の拠点に
-「新宿NPO活動交流事業」

◆今後の交流事業も準備中
2013年度の交流事業は5回開催予定で、残すとこ

センターを利用してくださっている団体の方とお

ろあと3回。より多くの方々に事業の目的をご理解い

話しすると、「活動に必要な情報や、地域の人達や

ただき、今後の活動の一助になればと、企画を練っ

他の団体との交流の機会ってなかなかないんですよ

ているところです。

ね」という声を聞きます。なかでも、地域に縛られ

１．“災害復興” その時NPOは具体的に何ができる？

ないNPOの活動と地域に根付いて活動している方々

東京での災害時、NPOには何が出来るのか。石巻市での

が出会うには、何かきっかけが必要です。

活動報告や、地域連携の仕組み作りの話を聞きながら、

そこで、新宿NPO協働推進センターでは「新宿

深い交流を目指します。11月27日開催予定。

NPO活動交流事業」を行い、NPOと地域の方々の出

２．NPO同士の交流会

会いの場を創出しています。開催する交流会は、

３．企業CSRとNPOの交流会

NPO同士、地域とNPO、企業とNPO、活動テーマ別
…など、毎回趣向を凝らしたものばかりです。

◆第1回は地域とNPO、第2回はNPO同士で交流
第１回は、戸塚地域に

日程等の詳細は、キラミラネットやFacebookで公
開いたしますので、チェックしてみてくださいね！

◇こんな交流も…

スポットをあてた「災

センターの指定管

害・その時できる事、事

理者である新宿NPO

前にできる事」を開催し

ネットワーク協議会

ました。

では、社会貢献活動

戸塚地区協議会の地元での取り組み、まちづくり
のNPOが被災地支援の事例などを紹介しながら、互
いに話し合い、復興・防災のまちづくりに向けて地

域とNPOが連携してできる事を探りました。

をしている方、興味のある方を対象に、８月に
「真夏の夜の交流パーティー」を行ないました。
気軽な交流！がテーマで、センターの屋上を利
用しビアガーデン風の雰囲気に…。思いのほか手

第2回目は、新宿区内を活動拠点とするNPO同士

元が暗いというのは予想外でしたが、想定人数を

の顔合わせの場として開催し、30団体以上に参加い

上回る40名ほどのご参加をいただき、暑気払いを

ただきました。

しながら楽しく歓談の時を過ごしました。学校の

様々なジャンルの団体

屋上という風変わりな場所がとても新鮮で、皆さ

が懇談し、「もっと話し

んが楽しげに名刺を交換し、生き生きと活動の様

たかった」という声が多

子を話し合っている姿が印象的でした。

くあがりました。

第2弾は、11月30日（土）に開催予定です。ど
うぞお楽しみに！！

セ ン タ ー の 指定 管 理 者で あ る 新 宿 NPO ネ ット

に気付けたり、課題解決のヒントを得ることが出

ワーク協議会では、「みんなでつくる！みらい工

来ます。

房フューチャーセッション」を立ち上げました。

参加者はNPO関係者だけでなく、サラリーマ

“フューチャーセッション”とは、地域や社会に

ンや、行政、学生や主婦など様々。だれでも参加

ある「もっとこうしたい！」「こうなってほし

できる場になっています。

い！」と思う課題を持ち寄って、いろいろな参加

先月は導入編として、参加者自身の課題を知る

者を集めて話し合い、課題解決に向けて動いてい

ためのワークショップを行ない、「外国人との働

く場のことです。

き方」「日本文化」「IT活用」というキーワー

フューチャーセッションで大事なのは、他人事
を自分事へと変えること。
参加者一人ひとりが自分事として考え、一緒に
動くことで、今まで自分では気付かなかったこと

ドを発見できました。今後は、これを基に話し
合って、具体的な行動へと進化させていきたいと
考えています。解決したい課題をお持ちの方、ぜ
ひ1度、ご参加ください♪（西）

◆キラミラネットとは…
新宿区を拠点に行われている地域活動や社会貢献
活動、趣味、サークル活動など、身近な地域活動の
情報を一堂に集め、発信するWEBサイトです。
パソコンが苦手な団体でも簡単にホームページを
つくることができますし、登録料は無料です。

ぜひ、この機会に登録してみませんか？
登録要件や必要書類については、キラミラネット
の「登録団体募集中」ページをご覧いただくか、新
宿区（下記）までお問い合わせ下さい。

◆新宿区地域文化部地域調整課管理係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町１－４－１

TEL： 03-5273-3872
FAX： 03-3209-7455
E-mail：chiikichosei@city.shinjuku.lg.jp

◆キラミラネットURL
http://shinjuku.genki365.net/

新宿NPO協働推進センター

登録団体の活動情報を紹介します！

紅葉の新宿御苑と神田川

カナダ・チェコ合作。悲しいけど、あったかい命の物語。

楽しい出会い10,000歩ウォーク

映画「ハンナのかばん」上映会

日時

：2013年11月17日（日） 9時～13時30分

集合

：新宿御苑 新宿門

参加対象：25～45才位の明るく元気な独身男女

日時

10時30分～12時30分
場所

参加費 ：3000円（ウォーキング後に昼食交流会あり）
問合せ ：NPO法人 新宿区ウオーキング協会
【電話】090-3217-4109
：NPO法人全国地域結婚支援センター

：国立音楽大学附属中学・高校 講堂
（国立市西2-12-19）

参加費 ：1000円
問合せ ：NPO法人ホロコースト教育資料センターKokoro

【MAIL】bayvkoba@sea.plala.or.jp
共催

：2013年11月17日（日）

【MAIL】holocaust@tokyo.email.ne.jp
http://kokucheese.com/event/index/115477/

信じられないことが目の前で！

鏡の中の疲れたあなたにさようなら！

アンディー先生のストリート・マジック

障害児（者）介護者のためのリフレッシュ講座

日時 ：2013年11月17日（日）

日時

14時開演
場所 ：新宿NPO協働推進センター2階多目的室

：2013年11月18日（月）
10時30分～12時00分

場所

（新宿区高田馬場4-36-12）

：牛込箪笥地域センター
（新宿区箪笥町15番地）

参加費：中学生以下無料、大人1000円（要チケット）

参加費 ：800円

問合せ：NPO法人あそびと文化のNPO 新宿子ども劇場

問合せ ：NPO法人ひまわりProjectTeam

【電話＆FAX】03-5261-8696

【MAIL】himahaus@gmail.com

【MAIL】shinjukukodomogekijo@mbr.nifty.com
注目の“日本ワイン”を飲んで国際協力に参加しませんか？

「色」と「絵」で心のセルフケア

日本ワイン・チャリティパーティ

カラーアート・メンタルサポーター養成講座

日時

：2013年11月18日（月）

日時

19時～21時 18時45分受付開始
場所

：リビエラ青山
（港区南青山3-3-3）

：2013年11月21日（木）

12時45分～16時45分
場所

：新宿NPO協働推進センター 501会議室
（新宿区高田馬場4-36-12）

参加費 ：6000円

参加費 ：500円（手話通訳対応も有り）

問合せ ：特定非営利活動法人JEN

問合せ ：NPO法人日本カラーアートセラピー協会

【電話】03-5225-9352

【電話】03-5366-9447

【MAIL】info@jen-npo.org

【MAIL】info@npo-jcat.com

～市民とＮＰＯの交流サロン～
語り手 『日本青少年音楽芸能協会』
日時

：2013年11月25日（月）
14時～16時

場所

：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）

＜イベント情報掲載依頼方法＞
◆対象期間：開催日が12月16日～1月15日
◆募集締切：11月15日（金）
◆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

参加費 ：1000円（資料代ほか）

ントを優先させていただきます。）

問合せ ：新宿NPOネットワーク協議会事務局

◆申込方法：タイトル、日時、場所、参加費、問合

【電話】03-5206-6527

せ先を、新宿NPO協働推進センターまで、FAX又は

【MAIL】hiroba@s-nponet.net

メールにてご連絡ください。

【センターでボランティア・講師デビュー！？】
センターでは、毎月様々な講座やイベントを開
催しています。今後も、社会貢献活動を行なう
方々に役立つ情報や、多くの方が交流する機会を

提供していく予定です。
そこで、一緒に新宿NPO協働推進センターを盛
り上げてくれる『ボランティアスタッフ』と『講
師』を大募集します！
以下の要項を記載の上、メールにてセンターま
でご連絡ください。（メールアドレスは下記問合
せ先に記載しています。）

◆ボランティアスタッフ

広報力をつけるための
「PR感性」の鍛え方～基礎編～

NPO入門講座

日 時：11月20日（水）19:00～21:00
場 所：新宿NPO協働推進センター401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）

“災害復興“
その時NPOは具体的に何ができる？
新宿NPO活動交流事業

日 時：11月27日（水）18:00～21:00
場 所：新宿NPO協働推進センター501会議室
参加費：500円
登壇者：阿部俊彦 氏（早稲田大学都市・地域研究所）
合田茂広 氏（ピースボート災害ボランティアセンター）

・氏名
・連絡先（電話番号、住所、メールアドレス）
・興味のある分野、作業

◆講師
・氏名
・連絡先（電話番号、住所、メールアドレス）
・職務、活動経歴
・講義可能な内容

体系化された運営で
イベントを成功させる！

NPO入門講座

日 時：12月1日（日）15:00～19:00
場 所：新宿NPO協働推進センター501会議室
参加費：2,000円
講 師：呉哲煥 氏、五井渕利明 氏
（NPO法人CRファクトリー）

★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）

