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！

「個人が持つ職業上のスキルや専門的な知識を生かしたボランティア活動を “公共善のために”（Pro Bono
Publico：より良い公共のために） 行うこと」がプロボノです。今号では、限られた人材資源の中で活動を
行っているNPOと、プロフェッショナルなスキルを持った社会人が出会い、お互いのニーズを出し合うことに
よってNPOの活動をより実りあるものとすることを目指した「プロボノ×NPOの交流会」（11月25日実施）
の内容を紹介します。

◆基調講演
そ

ね

曽根

やすお

「社会を支える新しい支援『プロボノ』とは」

泰夫 氏（COACH/HRD 人事コンサルタント）

プロボノとは専門的なスキル・経験等をボランティアとして提供し、社会課題
解決に成果をもたらすこと。他のボランティアとの違いは、単なる労働力提供で
はなく「ビジネスパーソンが持つスキル」を提供してNPO・団体を支援するこ
とにあります。プロボノ参加者には一般的な社会人、専門スキルを持つ人、シニ
アなど様々です。プロボノ中間支援NPOは、プロボノ参加者と支援先団体を結
びつけて数名からなるプロジェクトチームを立ち上げ、支援先団体の事業や活動
の進行のサポートや結果の審査をすることにより、組織基盤強化にも役立つ充実
した成果をもたらすことを目指します。
プロジェクトはマーケティング調査、Webサイト・パンフレット・ビデオ作
成、事業計画立案など多岐にわたります。プロジェクトの進行には、支援する
側・受ける側双方の意図を汲んだ中間支援マネージメントが重要となってきます。 曽根氏（COACH/HRD
人事コンサルタント）
プロボノ参加者のメリットとしては、他の環境の人との出会いや、自分のスキ
ルの確認、感謝される喜びなどがあります。一方、支援を受けるNPO・団体に
とっては、基本的に無償（交通費や経費等の負担は個々で異なる）で新しい
Webサイトなどの成果物を得ることができ、同時に外部の目が入ることにより
視野が広がり、自らの団体を客観的に見る機会となります。

◆活動紹介（１）
おかもと

岡本

さよこ

祥公子 氏（認定NPO法人 サービスグラント）

サービスグラントは、プロボノプログラムのコーディネートなどを通じて
NPOや地域団体等を応援する中間支援組織です。誰もが社会の課題に関われる
インフラ作りを目指しています。2017年現在、3710名のプロボノワーカーがス
キル登録をしていて、広報や資料作りなどに成果をあげています。具体的には情
報発信、業務改善、ファンドレイジング、事業戦略に関する20の支援リストか
ら各支援先の課題に合ったものを選択、4-6名のチームでプロジェクトを作り、
約1-6か月の期間で対応しています。支援を受ける側には、活動実績が1年以上
あること等の採択基準を設け、提供された成果物を活用して、社会課題の解決を
加速できるNPO・団体を採択しています。
プロボノプログラムには多くのプロボノが参加できるよう、様々なバリエー
ションを準備しています。例えば社会復帰を目指す休職中のママ達によるプロ
ジェクト「ママボノ」や、地域社会が抱える課題解決を応援する地域滞在型プロ
ジェクト「ふるさとプロボノ」等があります。

岡本氏（サービスグラ
ント）
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◆活動紹介（２）
たなか

田中

たくみ

拓歩 氏（NPO法人 NPOコミュニケーション支援機構：a-con）

a-conは、社会を本気で変えようとしているNPOの活動や思いが、より世の中に
伝わるよう、NPOのコミュニケーション領域を支援するNPOです。運営メンバーは
全員が社会人で、今までサポートしてきた団体は約50団体、学生を含むボランティ
アメンバーは250人を越えています。支援例としては、Webサイトの作成支援、ク
ラウドファンディングの応募要項の作成支援、イベントの開催支援等があります。
支援の進め方としては、①NPOが持っている課題をヒアリングし支援の可否を検討
②支援が決まったらプロジェクトメンバーを募集しチームを編成 ③キックオフでプ
ロジェクトの目的や課題、ルールのすり合わせを実施 ④プロジェクトを実施 ⑤支
援終了時（通常3か月）に集大成として、成果物をa-conと依頼したNPOに報告
以上のような要領で支援を行います。

田中氏（NPO コミュニ
ケーション支援機構）

◆活動紹介（３）
すずき

鈴木

むつみ 氏（NPO法人 二枚目の名刺 ディレクター）

「二枚目の名刺」では、社会人が本業以外に組織や立場を超えて新しい社会を創
ることに取り組む“2枚目の名刺”を持つことが当たり前の社会になり、2枚目の名刺
の経験を通して自分自身が成長し、本業でも活躍する社会人を増やすことを目指し
ています。このような思いを持つ社会人とNPOを結びつけるため、「二枚目の名
刺」では、Common Roomの開催とNPOサポートプロジェクトの推進を行ってい
ます。Common Roomはテーマ別に開催され、興味のある人ならば誰もが自由に
参加できる場（但し支援依頼の発表を行うNPO団体は審査有）で、ここでNPOが自
分の団体の活動を発表し、活動を支援してくれるメンバーを募集します。この発表
に共感したメンバーがNPO団体と一緒にNPOサポートプロジェクトを立ち上げ、団
体の事業推進の支援を行います。「二枚目の名刺」はコーディネーターとなり、プ
ロジェクトメンバーとNPO団体を結び付け、プロジェクトの推進を支援します。

鈴木氏（二枚目の名
刺）

◆パネルディスカッションから
パネルディスカッションでは、応募してきたプロボノ参加者の資格や条件、団体
との相性に関して等の質問があり意見が交わされました。
・応募してきたプロボノには住所、勤務先、動機、経歴等のスキル登録を行ってい
ただきます。次に、説明会に来てもらい、グループワークを行い、どのような団体
に適しているか判断しています。（岡本氏／サービスグラント）
・募集したプロジェクトに応募してきたプロボノに対しては、何も条件を付けてい
ません。誰もが自由に参加できます。もし参加後、その団体の活動と相性が合わな
い場合は、自発的に自分から参加を辞退します。（田中氏／a-con）
・最初に１枚目の名刺を提示してもらい、参加の動機等の簡単なアンケートを記入 パネルディスカッション
していただきます。次にCommon Roomに来て、団体と話し合いをしていただき、 の様子
どのような団体に適しているか判断しています。（鈴木氏／二枚目の名刺）

✤当センター利用団体を紹介します✤
《 認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・東京 》
スペシャルオリンピックス日本･東京 （SON･東京）は、知的障害のある人たちにオリンピッ
ク競技種目に準じたさまざまなスポーツトレーニングと、その成果発表の場である競技会を提供
することを使命とする国際的なスポーツ組織です。1994年に設立、活動を開始しました。知的
障害のある人たちが健康を増進し、勇気をふるい喜びを感じ、 家族や他のアスリートそして地
域の人々と、才能や技能、友情を分かち合う機会を継続的に提供することで、彼らの自立と社会
参加を促進し、生活の質を豊かにすることを目的に活動をしています。
2018年1月 11 日（木）18時45分～20時45分 当センターで行われる「市民とNPOの交流
サロン」にご登壇いただきます。関心のある方は是非ご参加ください。
場 所：当センター4階 401会議室
語り手：認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・東京
参加費：1,000円
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問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
【電 話】03-5206-6527
【MAIL】hiroba@s-nponet.net

11月5日に当センターで“災害時における食事”をテーマに、地震などの災害
時にどのような食事が作れるのかを体験する「NPO防災フォーラム」を開催し、
近隣住民やNPOの方々に参加していただきました。
前半は、避難所又は自宅で食事をすることを想定して、参加者の家では日頃
からどんな食材を蓄えているのかを話し合いました。
後半は、実際の常備食材や缶詰、非常食を利用して、調理や食器を洗う水を
節約できる“ポリ袋調理”に挑戦しました。白米やヒジキご飯、キャベツの煮物
や蒸しパンなどを作り、災害時でも工夫次第で美味しく温かい食事を取ること
ができると実感しました。
また、そのためには日頃から常備品や非常食を蓄え、確認をすることが必要
だと強く感じました。
※NPO防災フォーラム：NPO災害復興支援プラットフォーム（事務局：新宿NPOネットワーク
協議会）が主催し、NPOや地域団体等と一緒になり万一の災害に備えて対応を検討する場

ポリ袋調理に挑戦

美味しく出来上がった料
理の数々

イベント情報は各団体のＨＰ等より入手して掲載しております。お問合せは各団体にお願いいたします。
難民支援協会

「難民アシスタント養成講座」

新宿NPOネットワーク協議会

「小滝橋ひろば～アロマカフェ」

日時：2018年1月13日（土）、14日（日） 10:00～17:30

日時：2018年1月22日（月） 9:30～10:０0、10:00～10:30

場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワーB1F

場所：新宿NPO協働推進センター 4F
（新宿区高田馬場4-36-12）
参加費：1,000円 (材料費含）

（千代田区神田駿河台1-1）
参加費：一般15,000円、学生10,000円
問合せ：難民支援協会

ハンドマッサージ15分
ブレンドオイル
お土産付

申込締切：開催日1週間前（要予約)

【電話】 03-5379-6001

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会

【MAIL】 info@refugee.or.jp

【電話】 03-5206-6527
【MAIL】 hiroba@s-nponet.net

日本TA協会

ぷれいす東京

TAセミナー「現代のTA～変化と進化を学ぶ～」

ぷれいすトーク「感情の『みかた』」

日時：2018年1月27日（土） 9:30～16:30

日時：2018年1月27日（土） 18:30～20:30（開場18:00）

場所：新宿NPO協働推進センター 501会議室

場所：新宿区戸塚地域センター 多目的ホール（７F）

（新宿区高田馬場4-36-12）
参加費：会員7,000円、非会員10,000円

（新宿区高田馬場2-18-1）
参加費：無料

定員：20名

問合せ：ぷれいす東京

問合せ：日本TA協会

【電話】 03-3361-8964 (月～土12-19時)

【電話】 03-6822-2743

【MAIL】 office@ptokyo.org

【MAIL】 info@taaj.or.jp

＜イベント情報掲載募集＞
◆対象期間：2018年2月1日（木）～2月28日（水）

新宿区民活動支援サイト“キラミラネット”をご利用ください

◆募集締切：2018年1月4日（木）

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

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体

め、発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集していま

◆掲載件数：最大7件（1団体1件まで掲載できます。応

す。（登録料は無料です）

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

URL：http://shinjuku.genki365.net/
問合せ：新宿区地域振興部
地域コミュニティ課
【電話】 03-5273-3872
【FAX】 03-3209-7455

ト・登録団体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。
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地域の皆様が気軽に立ち寄れるサロンを、
新宿NPO協働推進センターで開催しています。
グラウンドゴルフ
日曜日の朝は、ルール
が簡単で、高度な技術
もいらないゴルフで、
健康的な休日を！
第1・3日曜日10:00～

カラーアートセラピー
言葉では上手く表すこ
とができない心の内を、
色やアートを使って表
現してみましょう♪
第1・3木曜日19:00～

ネイルケアカフェ
爪を綺麗にして、笑顔
いっぱい♡ 心も元気
に！
第2・4月曜日14:00～

パステルアート
世界で一番簡単に描け
るアートで癒しのひと
時を♪
第2・4月曜日14:00～

アロマカフェ
お好きな香りをブレン
ドしたオイルでハンド
マッサージ！
第4月曜日9:30～
参加費：グラウンドゴルフは1回500円、その他
は1回1,000円（材料費含）、要予約
問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
電 話：03-5206-6527
後 援：新宿区

【広報講座】
～伝えたい人の心に届くデザイン力アップ講座～
【日 時】<前半> 1月 16日（火） 18:45～20:45
<後半> 1月 23日（火） 18:45～20:45
【内 容】
チラシを作成する上での基本的
な考え方やポイント、コンセプト
立案、レイアウトデザインなど
作成の基礎や具体的な作成スキル
について学び、実践・講評を経て
デザイン力のスキルアップに
つなげます。
(1/16)チラシ作成の基礎を学ぶ
(1/23)課題チラシのプレゼン及び講師の添削・講評
【講 師】谷 浩明氏
(合同会社MACARON代表・杉並区広報専門監)
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1回 1,000円(資料代等として)
※連続受講(2回 2,000円)をお勧めします。
★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）

アクセス ★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）
・JR山手線『高田馬場』駅より徒歩15分
・JR中央線『東中野』駅より徒歩15分
・西武新宿線『下落合』駅より徒歩12分
・東京メトロ東西線『落合』駅より徒歩10分
・都営大江戸線『東中野』駅より徒歩15分
・都営バス、関東バス『小滝橋』より徒歩4分
(上69、飯64、橋63、飯62、宿08、宿02、百01）
情報・お問い合せ
TEL：03-5386-1315
FAX：03-5386-1318
MAIL：hiroba@s-nponet.net
URL：http://snponet.net /
Facebook：https://www.facebook.com/shinjuku.npo.center/

新宿NPO
協働推進センター

作成＆発行
新宿区立 新宿NPO協働推進センター
指定管理者：一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会
（〒169-0075 新宿区高田馬場4-36-12）
編集：西郷 和将 吉田 定信 三上 太紀子 菊池 直子
三橋 雅人
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新宿NPO協働推進センターは、社会貢献活動団体のネットワークづくりの拠点施設としてオープンしました！
センターでは、社会貢献活動団体への施設の貸出しの他、相談や情報提供、講座等、さまざまな事業を実施しています。

