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！

◆「実行性のある事業企画講座」～成功する事業企画の立て方～
やなぎだ

よしふみ

講師：柳田 好史氏（NPO法人としまNPO推進協議会
①１2月8日（金）「NPO法人という組織について」

代表理事）

＜講義「ネットワーク構築と組織運営の重要性」：柳田 好史氏＞
NPOは、行政だけでは行えない社会・地域課題解決の「新たなる公共」の担い手
としての重要な役割を持っています。NPOを運営するためには多くの人達に自分の
団体の活動に「共感」し、その活動に「賛同」し、活動に「参画」してもらうこと
が必要です。また、他団体等のステークホルダーとの組織連携強化のためのネット
ワーク構築もNPO活動を継続するためには必要です。例えば、講師所属のNPOが
運営している地域サロン「みんなのえんがわ池袋」は、「コーディネーター」（事
務局）、「プレーヤー」（運営スタッフ）、「サポーター」（町会等の地域の支援
者）から成り、サポーターが有力な支持者となって活動に参画し、サロンの運営を
支えてくれます。同時に豊島区や地域の大学、町会など様々な団体とネットワーク
を構築し、組織力の強化を図っています。
また、NPOを運営していく時、PDCAサイクル（※）を活動の管理指標に取り込
み、運用することが、活動実績の向上に役立ちます。PDCAサイクルは、Plan（計
画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）の4つのステップを繰り返し
行うことにより業務を継続的に改善していくもので、これをNPO活動の評価に適用
することで活動実績の向上に繋げることができます。
たけざわ

柳田氏（としまNPO推進
協議会）

じろう

＜事例発表：武澤 次郎氏（NPO法人回復はどこにでもある 副理事長）＞
「NPO法人回復はどこにでもある」は依存症を持つ人々の回復を支援するNPO
団体です。日本では依存症に関してはネガティブなイメージがありますが、少しで
もこのイメージを変えたいと思っています。現在、取り組んでいる活動としては、
①依存症に関する啓蒙、啓発活動 ②Facebook、twitter、メルマガ等による情報発
信 ③障害者総合支援法による法律相談 等があります。また、その活動資金として
は、①寄附金 ②事業運営 ③東京都の創業サポート事業による融資 ④助成金や補助
金等があり、多様な資金調達が図れるようにしています。
活動を行う際には、自分たちの団体だけでは十分な活動ができないため、地元の
板橋法人会をはじめ様々な組織に加盟し、各団体とのネットワーク化を図ることに
より、活動を活性化しています。

武澤氏（回復はどこにで
もある）

※ PDCAサイクル：各ステップでの実施内容は次の通り。
①Plan(計画)：業務計画を作成 ②Do(実行)：計画に沿って業務を実行 ③Check(評価)：業務が計画通りに実行され
ているかを評価・分析 ④Action(改善)：評価結果を受けて不具合点を改善し、次のPlanに取り込む
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②12月15日（金）「”きのこシート”で取り組みたい事業を具体化する」
最初に第1回目の内容を振り返り、事業を運営・推進するには「コーディ
ネーター」「プレーヤー」「サポーター」の協力体制が大切なことを、再確認
しました。
次に、参加者に“きのこシート”を使って実際に自分が考えている地域課題解
決のための事業企画を立案し、発表していただきました。
”きのこシート“は講師が考案した事業企画を書き込むためのシートで以下の
4項目をきのこの形状をした記入用紙に書き込んでいくものです。
①自分が考えている地域課題、取り組みたいテーマ、動機を記載
②最終的にどのような地域になって欲しいかのドリーム、到着点を描く
③地域資源、人脈、手持ち資源等をできるだけ多く記載
④自らのドリームをどのように展開していくかを具体的に記載
これらを記入することにより、自分の考えがまとまり、自分がやりたいことの
課題や問題点が明らかになり、実際に実行していくための道筋が見えてきます。
（ 図 1 きのこシート（記入例）参照）
参加者からは、子どもの夢が実現できる社会、地域社会の活
性化、中間支援組織の設立、親の介護、子どものいじめ問題等、
様々なテーマの発表がありました。講師からは、それぞれの発
表に対して講評いただき、資金の調達方法や事業の進め方等、
実際に事業に繋げるためにはどうしたら良いかを解説していた
だきました。
最後に講師から「事業を進めるには人と人の繋がりが大切で
す。ネットワークを構築し、コミュニティの場を形成して、お
互いの価値観を醸成し、行政に頼るだけではなく、自分たちが
自分自身で進めて行くことが重要です。」と事業を企画・推進
していくためのアドバイスをいただきました。
図1

参加者による発表の様子

きのこシート（記入例）

◆NPO法人としまNPO推進協議会の紹介
講師の柳田氏が所属している“NPO法人としまNPO推進協議会”は、豊島区
を主活動地域とする民設民営の中間支援組織です。NPO法人・ボランティ
ア・市民活動団体等の各種社会貢献活動のネットワーク形成や、相互の活動
をサポート・促進することにより「個を活かし、個をつなげ、みんなが助け
合える地域社会の実現」を目指しています。主な活動として各種セミナーの
開催、イベントの開催、創業支援、事業運営サポート等を行っています。ま
た地域活性化事業として、地域サロン「みんなのえんがわ池袋」の運営も
行っています。

としまNPO推進協議会の
ホームページ
(http://toshima-npo.org/)

✤ちょっと気になるNPO法人の活動を紹介します✤
《 NPO法人ファザーリング・ジャパン マザーリングプロジェクト 》
マザーリングプロジェクトはNPO法人ファザーリング・ジャパンが行っている事業の一つで、
ママたちによるママへの支援活動を行っています。ママの気持ちに寄り添い、抱えている問題の
解決に向けさまざまな方向からのアプローチを試みて応援しています。「それぞれの時間にいる
ママたちが、笑顔に元気になれるように」という思いを持ち、それを実現するためにさまざまな
方向から活動し、ママたちをエンパワメントし、ナビゲーションするのが、マザーリングプロ
ジェクトです。
2018年2月8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：NPO法人ファザーリング・ジャパン
マザーリングプロジェクト 高祖 常子氏
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

✤当センターのホームページを全面リニューアルしました✤
当センターのホームページをより使いやすくご
利用いただけるように全面リニューアルを行いま
した。より見やすく、情報を分かりやすくお伝え
できるホームページとなるよう、デザインや構成
を改善しました。また、パソコンだけでなくス
マートフォンやタブレットからのアクセスもでき、
快適にご利用いただけるホームページとなってお
ります。今後も、利用しやすく使いやすいサイト
を目指し、掲載内容も充実して参ります。
ホームページURL：http://snponet.net
新宿NPO協働推進センター

検索

新宿NPO協働推進センターのホ－ムページ

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。
東京都中途失聴・難聴者協会

非行克服支援センター

「人工内耳に関する講座（成人対象）」

シンポジウム「思春期の子どもと向き合う」

日時：2018年2月3日（土） 10:00～16:30（受付開始9:30）

日時：2018年2月10日（土） 13:30～16:30(開場13:00)

場所：中野サンプラザ研修室5・6
（中野区中野4-1-1）
参加費：無料

場所：戸塚地域センター7階ホール
（新宿区高田馬場2-18-1)
参加費：500円

申し込み不要 午前のみ、午後のみの参加も可能

対象：新宿区在住・在勤・在学の方

問合せ：東京都中途失聴・難聴者協会

定員：120人(先着順）

【電話】 03-5919-2421 【FAX】 03-5919-2563

申し込み・問合せ：非行克服支援センター

【MAIL】 info@tonancyo.org

【電話】 03-5348-6996 【FAX】 03-5337-7912

申し込み：2月4日まで

新宿NPOネットワーク協議会

新宿区ウオーキング協会

「小滝橋ひろば～色絵（いろえ）カフェ」

レガス健康ウォーキング「梅・松・桜？に招き猫」約7km

日時：2018年2月12日（月)、26日（月） 11:00～12:00
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+材料費：1,000円 開催日の3日前までに要予約
定員：6名
問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
（第2火曜日を除く 11:00〜18:00）
【電話】 03-5206-6527
【FAX】 03-5386-1318 【MAIL】 hiroba@s-nponet.net

＜イベント情報掲載募集＞
◆対象期間：2018年3月1日（木）～3月31日（土）

日時：2018年2月21日（水）

受付 8:40～9:00

集合：豪徳寺一丁目オリーブ公園 （最寄駅:小田急線「豪徳寺駅」）
解散：羽根木公園 約12:00頃予定
（最寄駅:小田急線「梅ヶ丘駅」）
参加費：一般400円、会員200円
主催：新宿未来創造財団
問合せ：新宿区ウオーキング協会
【電話】 090-3217-4109 【FAX】 03-3208-3531

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2月4日（日）

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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【NPO法制定20年のこれまでとこれから】
【日 時】2月10日（土） 13:30～16:30
【内 容】1998年にNPO法が成立し、まもなく20年を迎えます。この法律に基づいて活動するNPO団体は
5万を越えています。今回のシンポジウムでは、NPO法に関わってこられた方々をお迎えしてこれまでの動
きや諸課題についてお話しいただくとともに、これからの望ましい姿について議論します。
【プログラム】
＜基調講演＞『NPO法がめざしたこと～立法過程で何が議論されたのか』
辻 利夫氏（認定NPO法人まちぽっと 理事）
＜パネルディスカッション＞ ※質疑応答を含む
パネラー：辻 利夫氏、安藤 雄太氏（東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ市民活動ｾﾝﾀｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）、早田 宰氏（早稲田大学社会
科学総合学術院 教授）、樋口 蓉子氏（NPO法人おでかけｻｰﾋﾞｽ杉並 理事長）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】500円

【協働事業の考え方・進め方】
～“協働”ってどんなこと？そんな基本から始めます～

【日 時】<前半>２月７日（水）18:45～20:45
<後半>２月14日（水）18:45～20:45
【内 容】
＜2/7＞協働の考え方やパートナーシップの概念
について学ぶ
＜2/14＞協働事業の企画案を考える など
【講 師】矢代 隆嗣氏（株式会社アリエール
マネジメントソリューションズ代表）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】2,000円（前後半各1,000円）
※連続受講をお勧めします。

【ファシリテーション講座】
～ファシリテーションを学んで会議を活性化しよう～

【日 時】<前半>２月17日（土）13:30～16:00
<後半>２月24日（土）13:30～16:00
【内 容】
＜2/17＞ファシリテーションスキルを学ぶ
＜2/24＞ファシリテーション実践 など
【講 師】長畑 誠氏（明治大学 公共政策大学院
ガバナンス研究科 教授）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】2,000円（前後半各1,000円）
※連続受講をお勧めします。

★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）
★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）

新宿NPO
協働推進センター
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