
新宿NPO協働推進センター 広報誌 

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！ 
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えぬぽっぷん  

◆IT講座「ボランティア団体・NPOのウェブ担当者になろう！」 

 講師：千野 雅則氏（NPO法人スキルボート） 

  ボランティア団体やNPOの活動を低コストで効率的に広めるためにはSNS
の利用が欠かせません。SNSには様々なソーシャルメディアがありますが、
最新のデータではFacebookとTwitterに利用が絞られてきており、現段階で
はこの二つを採用すれば良いという状況です。 
 最近の動向としては、「動画」をコンテンツとして活用することが増えて
きています。広告費等の予算が少なくても、工夫次第で印象の良い動画が作
成でき、団体の紹介に役立ちます。また、世の中で関心を引くようなキー
ワードを「ハッシュタグ※」として使って情報を拡散するやり方も増えてい
ます。 
 

（１）SNSの仕組み 
 SNSは “世の中が興味があるもの”を発信して、興味がある人が互いに繋
がっていく仕組みとなっています。SNS上の自分のページにはタイムライン
（時間軸に沿って投稿された様々な記事）が表示されます。フォロワー（自
分のページを応援してくれる人）の人数によって、自分のタイムラインの流
れの速さが変わってきます。SNSを利用するに当たり、何をするにしても、
フォロワーを増やしていく必要があり、最低でも100人は必要です。自分の
記事が少ないとフォロワーは見てくれないので、継続的に情報発信をしてい
くことが大切です。自分のタイムラインでどうつぶやくのか、どのような記
事を作っていくのか、自分のフォロワーはどうなって欲しいか等を考えなが
ら進めると良い結果が得られます。 
 

（２）SNS運用の留意点 
 ①プロフィールは自分を知ってもらうための大事なものであり、きちんと 
  作成すること。 
 ②直ぐに反応や結果が出なくてもあきらめないこと。蓄積されて大きな成 
  果となる場合もあるため、長い目で見ること。 
 ③動画等のコンテンツを活用し、興味をもってもらう工夫をすること。 
 ④SNSはターゲットを絞って広報する場合、他のユーザーや団体の情報な 
  どを活用すると効果がある。 
 何よりもウェブの活用によって、様々な情報を得たり、情報発信をして団 
体の活動の発展に繋げることが大切です。  
    

※ハッシュタグ：SNSに投稿する時に、文頭に＃を付けたキーワードで、投稿内容を表示す
るもの。ハッシュタグを検索することで、同じような内容の投稿や面白い題材のSNSを探す

ことができる    

講座の様子 

千野氏（スキルボート） 

ハッシュタグを使った
Facebookの投稿例 

ハッシュタグ 

①「SNSとウェブサービスで活動を広めよう！」 
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②「WordPressと無料ウェブサービスで団体ウェブをつくる」 

✤当センター利用団体を紹介します✤ 

《 NPO法人こども哲学・おとな哲学アーダコーダ 》 

2017年9月14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。 

  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 

場 所：当センター4階 401会議室 
語り手：NPO法人こども哲学・おとな哲学アーダコーダ 
参加費：1,000円 

 正解のない問いについてグループで考える“哲学対話”を社会で活用するためのスキルやプログ
ラムを提供しています。アーダコーダの哲学対話は、こどもたちから年配の方まで対象年齢を問
いません。身近な疑問や不思議のタネについてあーだこーだと考えを交換し時間をかけて考えを
深めていくことを通して、考え方の違いや自らの変化を受け入れ、 自由な発想で対話できる社会
をつくることを目指して活動しています。 

 ボランティア団体やNPOがウェブサイトを作成する際には、まず以下の 
４点に注意をする必要があります。 
 ①無料サービスは「無料」の理由があります。サービスは無料ですがコン 
  テンツを作成するにはお金と手間がかかり、それを理解した上で選ぶ必 
  要があります。 
 ②作成と運用には専門知識が必要になるので、団体に知識のある人がいな 
  くなると維持するのが難しくなります。専門知識のある外部に有料で依 
  頼する方法もあります。 
 ③新しい情報を逐次提供し、古い情報は消していくことが大切です。 
 ④サーバーの放置は違法アクセスされる可能性があるため、放置すべきで 
  はありません。 
 また、最近はスマートフォンでウェブサイトを閲覧することが普通になっ
ている（約60%はスマホで見られている）ため、スマホ対応は必須です。 
パソコンでもスマホでもウェブサイトがきちんと表示されるようにするため
には、レスポンシブデザイン対応（変換）が必要となります。 
 ウェブサイト作成ツールの一つであるWordPressは「利用無料」であるこ
とが一番のメリットで、かつスマホ対応も可能であり、非常に多くの団体の
ウェブサイト作成に使われています。（但し、サーバーを別途準備する必要
があります） 
 WordPressを活用する際、以下の点に注意する必要があります。 
 ①WordPressは広く使われているがゆえに、悪意をもった人のターゲット 
  にされやすいため、脆弱性改善のための対応更新が多く、少なくとも 
  １ヶ月に１回程度は更新チェックをすること。 
 ②ログイン用のユーザーID、パスワードも安易に推測可能なものにせず、 
  きちんとした設定をすること。 
 ③機能を追加するためのソフトウェア（プラグイン）も、素性がわからな 
  いものや使っていないものは消しておくこと。 
 ④作成したウェブサイトで閲覧している人の情報を入手する場合、費用を 
  かけてでもSSLサーバー証明書の発行・設定を行い暗号化すること。 
  （情報漏洩防止とともに実在する団体としての証明も得られます） 
 団体のウェブサイトを作成した際、以前はGoogle検索の上位に表示される
ようSEO対策ということに費用をかけていましたが、今ではGoogle側の判断
基準が変わり、正しい内容や人の知りたい内容・言葉を適切に表示すれば自
動的に上位に表示されるようになってきています。 
 その他、サーバー不要の無料ウェブサービスを提供する会社も複数あり、
例えばWeeblyは最新のHTML5/CSS対応で応答も早くスマホ用レスポンシブ
デザインにも対応しています。SNSの利用には団体として伝えたい内容や対
応能力に応じてウェブサービスを選択する必要があります。 

 WordPressの編集画面例① 
    （管理画面） 

 WordPressの編集画面例② 
   （プラグイン追加画面） 
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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。 

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 

 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。現在、WEB会員を募集してい

ます。（登録料は無料です） 

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 

＜イベント情報掲載募集＞ 

◆対象期間：2017年10月1日（日）～10月31日（火） 

◆募集締切：2017年9月3日（日） 

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体 

◆掲載件数：最大7件（1団体1件まで掲載できます。応

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

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。 

パンフレットスタンド利用申込み受付中 

パンフレットスタンドへの
配架例 

建築ネットワークセンター 

2017年度 マンション連続講座 4回目 

 「マンション保険/特約と個人賠償保険の比較」 
日時：2017年9月16日（土） 13:30～16:00 

場所：建築ネットワークセンター事務所 

    (JR大久保駅より徒歩3分）   

参加費：1回1,000円 

問合せ：建築ネットワークセンター 

【電話】 03-5386-0608 【FAX】 03-5386-1065 

【MAIL】 kenchiku@d2.dion.ne.jp 

ぷれいす東京 

「新人ボランティア説明会」 
日時：2017年9月2日（土） 14:00～16:00 受付13:45 

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） 

問合せ：ぷれいす東京 

     参加希望の方は事前にメールか電話でお申し込み 

     ください。 

【電話】 03-3361-8964  

【MAIL】 office@ptokyo.org 

新宿NPOネットワーク協議会「新宿まちなかサロン」 
「小滝橋ひろば～ネイルケアカフェ」 

日時：2017年9月１１日、25日（月） 14:00～16:00 

場所：新宿NPO協働推進センター 401会議室B 

    （新宿区高田馬場4-36-12）  

参加費：500円(１人30分）＋材料費：500円 

  開催日前日までにお申し込みください。  

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 

 
コミュニケーション・スクエア21 

  「ピポ・ユニバーサル駅伝」 

日時：2017年9月24日（日） 

    受付9:30 スタート11:00 解散14:00 

会場：明治神宮外苑周回コース、新宿区立四谷第六小学校 

集合：神宮外苑絵画館前広場 

参加費：一般1,000円 小・中学生500円 

        申込締切：9月7日（木） 

問合せ：NPO CS21・ピポ駅伝事務局 

【電話】 03-3350-1388 【FAX】03-3358-4002 

【MAIL】 staff@npocs21.com 

・募集団体数 :  10団体（先着順） 
・対      象： 当センター登録団体、新宿区登録NPO団体、 
         キラミラネット登録NPO団体 
・お申込み先 :  当センター窓口で所定の用紙にご記入ください 
・お問い合わせ： ご利用の詳細につきましては、受付職員、又は 
         当センター（03-5386-1315）までお問い合わ 
         せください 。 

 4階フリースペースの『団体紹介用パンフレットスタンド』の利用
団体を募集しています。是非ご利用ください。 

※ 2階エントランスにもイベント情報などのラックがございます。 
  チラシ等の配架に関してもご相談ください。 
  （但し社会貢献活動を行っている団体に限ります） 
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★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） 
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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） 

【法務講座】  

～そのNPO活動、法律違反になっていませんか？～ 

【日 時】9月8日（金） 18:45～20:45 

【内 容】NPO法人が、活動を行う上で知っておく 

 べきNPO法を始めとしたいろいろな法律について 

 学びます。 

 ・各種契約締結の注意点 ・ボランティア対応 等 

【講 師】石田 学氏 

（AZX総合法律事務所・弁護士） 

【会 場】当センター 501会議室 

【参加費】1,000円 

    

  【個人情報管理講座】 

～個人情報の管理は万全ですか？～ 

【日 時】9月27日（水）18:45～20:45 

【内 容】個人情報を取り扱う事業者として社会的 

 責任・義務を果たすために、適切な管理・運営を 

 学びましょう。 

 ・個人情報保護の仕組み ・個人情報の安全管理 等 

【講 師】三木 由希子氏   

（NPO法人情報公開クリアリングハウス 理事長） 

【会 場】当センター 501会議室 

【参加費】1,000円     

 

【労務管理講座】  

～忘れちゃいけない！労務管理～ 

【日 時】9月１9日（火） 18:45～20:45 

【内 容】労務管理に関わる労働法令や社会保険・ 

 労働保険などの公的保険についての知識を習得し 

 NPOとしての労務管理の進め方を学びます。 

 ・労務管理に関する労働法令 等 

【講 師】後藤 勝氏  

（特定社会保険労務士・第一種衛生管理者） 

【会 場】当センター 501会議室 

【参加費】1,000円 

    

 ＜真夏の夜の交流パーティ＞  

～楽しみながら、気兼ねなく、話しましょう～ 

【日 時】8月30日（水）18:30～20:30 

     18:00 受付開始 

【会 場】当センター 屋上（雨天の時 501会議室） 

【参加費】一般 2,000円 学生 1,500円 

【定 員】30名程度 

 NPOやボランティアに関心のある方たちが集まりま

す。同じ興味を持つ人と知り合えるチャンス

です。スタッフ手作りのお料理と冷たい 

    飲み物で暑～い夏の夜をお過ごしください。 


