
 

 

 決まったのは、【 NPOセンターまつり新宿2013 】。 

 「多くの主体をつなげていくこと」がテーマであ

ることをアピールしよう、ということで「未来につ

なげよう♪ネットワークの輪」を副題にしました。 

 このお祭りを出会いの契機として、さらにセン

ター利用団体も増えてほしいので、区内のNPO法人

にも「団体のアピールをしませんか？」と声をかけ、

たくさんの問い合わせをいただきました。 

◆バラエティーに富んだ出展内容 

 24団体が出展したセンターまつり。各団体が、自

分たちの活動を伝えたい！参加者に楽しんでもらい

たい！と、趣向を凝らした企画を持ち寄りました。 

 多目的室では、シニアのための歌謡サロンと引き

こもり問題の団体によるフューチャーセッション。

活動団体のパネル掲示ブース、休憩場所。そして子

どもの衣類やおもちゃを中心とする物々交換の 

「X-Change」などが行われました。 

 

 

 

 

 

  

グランドには出店が登場。ポップコーン・かき氷・

じゃがバター・ワイン等の飲食物や、ヨーヨーつり、

手作り品の販売などでお祭りらしさを演出しました。 

 ウォーキング団体は、この日に合わせて「セン

ターまつりに歩いて行こう」と名付けたウォーキン

グイベントを企画し、会場にお客様を連れてきてく

れました。 

 

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！ 

 

◆センターオープン以来初めてのビッグイベント！ 

 新宿NPO協働推進センターでは、2013年8月4日

（日）に「NPOセンターまつり新宿2013」を開催し、

約500人もの方にご参加いただきました。 

 「新しくて使いやすい施設ですね。まだみんな知

らないんでしょうね。もったいないですねぇ」…利

用する団体の方々にはそう声をかけていただきます。

4月にオープンしたばかりで、住宅街の中にあるセン

ターは、残念ながらまだまだ知名度が低く、セン

ターを1人でも多く知っていただくにはどうしたらい

いか、スタッフ一同、頭を悩ませてきました。 

 とにかく多くの人に足を運んでもらって知っても

らう以外にない！！それにはセンターで年に一度開

催するお祭りを活用しよう！ということでセンター

オープン以来初めてのイベント、「おまつり」企画

がスタートしました。 

◆どんな祭にしようか… 

 NPOの支援や協働を推進するという目的を持つセ

ンターを見て知ってもらうにはまず、活動している

団体の各々がアピールしたい方法で自分の団体をア

ピールしてもらうのが基本。 

 その一方で、「なかなか聞き慣れない、“協働推

進”をするセンターらしいけれど、楽しそうなことを

しているらしい、どれ、行ってみようか」と、多く

の方に参加してほしい。これがはたして両立するの

かしら？ 

 まず、お祭りの名前を決めるところからスタッフ

間で様々な議論をしました。 

「NPOってことばを入れると敷居が高くなるのでは？」 

「新宿区の施設なんだから『新宿』ははずせない」 

「親しみやすくするには『○○まつり』がいい」 
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【温かい珈琲が恋しくなる季節となりました！】 

 センターでは、皆様の活動のお手伝いとなるよ

う様々なサービス（有料）をご用意しております。 

 打合せ中は淹れたてのコーヒーポットをご希望

の時間にお部屋までお持ちします。フリースペー

スでの休憩中は一杯づつ抽出されるネスプレッソ

マシーンでおいしい珈琲をお楽しみいただけます。 

 活動のリフレッシュの際、是非ご利用ください。 

 

 今後、紅茶・ハーブティ等の展開も予定してお

ります。現在、ハーブ栽培中！ 

 フレッシュなハーブティをお届けできる日をお

楽しみに。 

    コミュニティビジネス講座 

日 時：10月2、9、16、23、30日（全５回） 

場 所：新宿NPO協働推進センター401会議室 

参加費：１回2,000円 

講 師：柳田好史氏 ほか 

    （としまＮＰＯ推進協議会 代表理事） 

 NPO入門講座 「助成金を獲得する方法」 

日 時：11月９日（土）13:30～17:30 

場 所：新宿NPO協働推進センター401会議室 

参加費：2,000円 

講 師：安藤雄太氏（東京ボランティア・市民活動 

           センター アドバイザー） 

NPO入門講座 「民生委員・児童委員にうかがう 
 新宿の課題 ～NPOに期待されることは？～」 

日 時：11月13日（水）18:00～20:00 

場 所：新宿NPO協働推進センター401会議室

講 師：貫名通生氏 

    （東京都民生委員・児童委員） 

★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） 

NPO  
 

X-Change / 何と交換しようかな？ 出店/ フランクフルト焼くぞ！ 



私たちと一緒に活動してみませんか？ 

活動紹介オリエンテーション開催！ 

日時  ：2013年10月13日（日） 

     14時～16時 

場所  ：A SEED JAPAN事務局 

     （新宿区新宿5-4-23） 

参加費 ：500円（資料代として） 

問合せ先：国際青年環境NGO A SEED JAPAN 

     【電話】03-5366-7484 

     【MAIL】info@aseed.org 

CAPおとな向けワークショップ 

自分を守れる子どもに育てる！ 

日時  ：2013年10月16日（水） 

     10時～12時 

場所  ：柏木地域センター 

     （新宿区北新宿2-3-7） 

参加費 ：500円 

問合せ先：NPO法人 CAPユニット 

     【電話】03-3226-8210 

     【FAX】03-5918-6069 

新宿区ふれあいフェスタ2013 関連イベント 

「ふれあいフェスタ2013」に歩いてゆこう！ 

日時  ：2013年10月20日（日） 

     10時～11時30分 ９時40分受付開始 

場所  ：新宿中央公園「水の広場」に集合 

     （新宿区西新宿2-11） 

参加費 ：200円（小・中学生以下無料） 

問合せ先：新宿区ウオーキング協会 

     【電話】090-3217-4109 

     【FAX】03-3208-3531 

東京コミュニティパワーバンク 

設立10周年記念フォーラム 

日時  ：2013年10月26日（土） 

     13時30分～16時50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 ：1000円（会員は無料） 

問合せ先：東京コミュニティパワーバンク 

     【電話】03-3200-9270 

     【MAIL】community-fund@r2.dion.ne.jp 

高齢化、貧困化で「住み続ける権利」を考える 

講演会「だれもが人間らしく生きるために」 

日時  ：2013年10月26日（土） 

     13時30分開場 14時開会 

場所  ：東京都生協連会館 3階会議室 

     （中野区中央5-41-18） 

参加費  ：1000円（学生は700円） 

問合せ先：建築ネットワークセンター 

     【電話】03-5386-0608         

     【MAIL】kenchiku@d2.dion.ne.jp 

 

＜記事募集のお知らせ＞ 

登録団体のイベント情報を掲載するコーナー

「Event infomation」をつくりました。 

講座・講演会などのイベント情報をお寄せくだ

さい。お待ちしています。 

 

◆対象期間：開催日が11月15日～12月15日 

◆募集締切：10月15日（火） 

◆対象団体：当センター登録団体 

◆掲載件数：8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、FAX又はメールにてご連絡くださ

い。（文字数が多い場合は、こちらで調整させ

ていただきます） 

 

新宿NPO協働推進センター 

【ＦＡＸ】03-5386-1318 

【メール】hiroba@s-nponet.net 

 

第59回 市民とNPOの交流サロン 
語り手：日本カラーアートセラピー協会 

日時  ：2013年10月28日（月） 

     10時～12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） 

参加費 ：1000円 

問合せ先：新宿NPOネットワーク協議会 

     【電話】03-5206-6527（電話） 

     【MAIL】hiroba@s-nponet,net 

 

 前半は、新宿区の地域文化部地域調整課よりセン

ターの設置目的や区の協働事業などについて説明い

ただいた後、以下の3団体の方々に活動を紹介いただ

きました。 

♠「A SEED JAPAN」（環境系NGO)の鈴木亮氏 

♠「東京シューレ新宿」（不登校や引きこもり問題、   

  フリースクール運営）の松尾和俊氏 

♠「新宿CSRネットワーク」(企業の社会活動支援） 

  事務局として新宿区社会福祉協議会の島麻子氏、 

  富士ゼロックス首都圏株式会社の中里圭一氏 

 

 後半は、ファシリテーター志塚

昌紀氏進行のもと、「ワールドカ

フェ」形式でグループに分かれて、

「今の自分と地域の関わり」「10

年後地域をどうしたいのか」「住

む一人としてなにができるか」等

を話し合いました。 

 団体に所属する方、地 

域の個人の方、学生のボ 

ランティア、組み合わせ 

を変えながら和やかに3 

回、意見交換を行い好評 

でした。  

 参加団体のご協力により、撤収作業もスムーズに

終えることができ、グランドでの団体対抗スイカ割

りや打ち上げなど、団体間の交流という、楽しい時

間を過ごすこともできました。 

 ご協力いただいた皆様、本当にお疲れ様でした! 

 

 

 

 

 

 

 1Ｆの会議室では傾聴のボランティア活動相談、子

どもたち向けのワークショップ、NGO団体による野

菜販売、夏目漱石の研究団体は等身大の漱石人形を

展示。 

 4Ｆ会議室では子育てや国際交流、多文化共生の団

体ブースの他、アロマトリートメントマッサージ。

フリースペースではＡＤＬ（介護予防）体操、寄附

の相談コーナー、元気のでるメイク体験コーナー…

などなど盛りだくさん。 

 

 

 

 

 

  

会議室として一番広い501会議室では、まちづくり

という活動に共通項を持つ3団体が、防災カルタやう

ちわ作り、被災地支援の映像紹介をしました。 

◆センター主催の企画は「シンポジウム」◆ 

 センター主催のイベントは公開シンポジウムです。

タイトルは「ワールドカフェで10年後のまちの未来

を語ろう」。社会貢献の事例を聞いて、来場者同士未

来の思い描くまちについて語り合ってもらおうという

企画です。 

 未来のまちでNPOの果たす役割は今後とも拡大して

いくだろうという想定のもとに、自分たちにもできる

ことがあるのでは、ということに気がつき、考えてほ

しいということがポイントでした。 

 

 この度センターニュースをリニューアルしまし

た。センターニュース改め「Npop’n」と命名。

NPOが、そして地域の力がポップに、弾みをつ

けて大きくなっていき、それが楽しく溶け込んで、

みんなが主体となって弾んでいく♪…そんなイ

メージです。 

 4月のオープン以来、ローテーションが安定す

るまで、事務処理、システムや施設管理…慣れる

のに精いっぱいの毎日。隣の施設、「しんえい子

ども園 もくもく」から聞こえる子どもたちの笑

い声、歌声に癒されながら夢中で過ごしてきまし

た。 

 そのうち、新宿のNPO団体の守備範囲の広

さ、歴史のある団体の多さ、そして個々の団 

体の思いの強さに触れ、「さすが新宿だな」

と感じることが多くなりました。 

 そして今回初の大きなイベント、センター

まつりに臨みました。出展団体の方々は企画

から予定まで十分な時間があったとは言えな

い中、センターまつりを盛り上げよう!とい

う暗黙の合意のもと、ご協力下さいました

（感謝です）。これからも出会いと発信の拠

点として、講座や交流イベント、サロン、そ

の他新しい形の企画を打ち出していきたいと

スタッフ一同、張り切っています。どうぞ今

後ともよろしくお願い致します。＜桑＞ 

10年後の未来を語り合いました 

志塚昌紀氏 

ADL（介護予防）体操と、メイク体験コーナー 


