
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  

 経営実践研究会は本業を通じて社会課題を解決する企業を創るために、学び、実

践し、その取り組みを拡げていくことを目的とした企業の集合体です。 

 昨今、子どもの貧困、環境汚染等の社会問題が起きています。様々な社会問題に

対して、現場でNPOの皆さんが活動されていますが、悲しいことに多くの社会問題

を生み出しているのは企業です。研究会では、NPOだけが社会問題に取り組むこと

は違うと意識し、共通の方向性を持ったNPOと一緒に社会問題解決に向けた取り組

みを行っていきたいと考えています。今回、会員企業であるアップライジングとグ

ローレンの本業を通した社会貢献活動について、ご紹介いたします。 

◆事例紹介（１）経営者としての社会貢献活動の展開について 

 斎藤 幸一氏（有限会社アップライジング 代表取締役） 

 アップライジングの本業は中古タイヤの買取・販売です。一般的な社会貢献活動

は、社会課題の解決、つまり「世の中を良くするため」に行われていますが、企業

が行うべき社会貢献活動は、①本業そのものが社会貢献につながること ②利益を

上げること自体が社会貢献でなければならないこと ③本業の社会貢献で社会的課

題を解決すること ④社会的課題を生まない経営をすること、これらが大切です。 

 2011年の東日本大震災での炊き出し活動をきっかけに、アップライジングの社

会貢献活動は始まりました。具体的には、①毎朝の会社の近隣でのゴミ拾い・近隣

の小学校の子ども達への挨拶運動 ②児童養護施設支援 ③会議室の無料貸出（地域

住民、NPO、ママサークル等への貸出） ④栃木県動物保護ネットワークとの協働

（お店に猫ルーム設置＆里親探し） ⑤訪問型病児保育のNPO法人設立 ⑥知的・精

神・視覚障がい者、高齢者、元薬物依存症、ベトナムの方の雇用 ⑦途上国支援

（認定NPO法人テラ・ルネッサンス、公益財団法人シーセフに寄付）等に取り組ん

でいます。 

 上記の活動が認められ、第3回ホワイト企業大賞（社員の幸せと働きがい、社会

貢献を大切にしている企業の表彰）では、「人間力経営賞」を受賞しました。また

途上国の貧困問題解決に向け、ノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行創設者のム

ハマド・ユヌス氏とアップライジングのノウハウを活用した企業「グラミンジャパ

ンオートワールド」を2017年11月に起業し、動き始めています。 

 世の中を良くするために、勇気をもって本気で世界を変えていきます。 

経営実践研究会のHP 
http://www.keijitsukai.jp/ 

index.html 

さいとう   こういち 

◆共催団体紹介  

 及川 政孝氏（経営実践研究会 事務局） 
おいかわ   まさたか 

事例紹介の様子 

斎藤氏 

（アップライジング） 

及川氏 

（経営実践研究会） 
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✤当センター利用団体を紹介します✤ 

《 認定NPO法人FoE Japan 》 

2018年3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。 

  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：認定NPO法人FoE Japan 
参加費：1,000円 

◆事例紹介（２）「中高生向けCSV※活動プログラム～English Drive Plus」 

 香坂 公嗣氏（株式会社グローレン 代表取締役） 

 本吉 勇武氏（NPO法人キッズドア 教育支援事業部 チーフコーディネーター） 

◆交流会 

 グローレンは海外に出かける社会人に対して、英語の語学力のアップ、英語を使っ

たビジネススキルの向上、異国の文化や習慣の理解等、企業向けのグローバル人材を

育成するためのプログラムの開発、実施を行っています。また、CSV活動として、子

どもの貧困問題等の社会課題解決にも取り組んでいます。 

 一方、キッズドアは“すべての子どもが夢と希望を持てる社会の実現”を活動のテー

マに、経済的な理由等により学習が困難な子どもたちに無料学習支援を行っている

NPOです。学習支援プログラムでは、英語を教えるプログラムを2015年５月から始

めていましたが、もっとレベルの高い教育が求められるようになりました。そのため、

レベルの高いプログラムと高い指導力が必要となり、協働できる団体を探していまし

た。 

 また、グローレンは企業だけでなく、子どもたちへの英語教育も行いたいと考え、

パートナーを探していました。その時に、キッズドアを紹介され、お互いが足りない

面を補完できる関係にあることや、協働で活動を行うことが両団体にとって意義のあ

ること等、両団体の認識が一致して、一緒に活動を始めることになりました。 

 2017年10月から始めた英語学習プログラムでは、スピーチ・プレゼンスキルの向

上や、積極性の向上、生徒同士の良好な関係の構築等、子どもたちに大きな変化があ

り、協働の成果を上げることができました。 

 今後の展望としては、一過性ではなく持続可能な活動とすること、及び活動範囲を

もっと広げて一人でも多くの子どもたちに英語を学ぶ機会を提供することがあげられ

ます。これを実現するには、提供できるカリキュラムの充実と講師の育成が必要にな

ります。これらの課題を解決することにより、持続性を担保すると共に、より多くの

クラスを提供していきたいと考えています。 

 事例紹介の後、参加された企業及びNPO団体の方々に、自己紹介と、各団体の活動

内容や今回の交流事業への参加動機等を話していただきました。その後の交流会では、

参加団体の皆さんは、名刺交換をしたり、団体の活動を話し合ったりして、お互いの

団体の情報を共有し、交流を深めていました。 

FoE Japanは、世界75ヵ国に200万人のサポーターを有する Friends of the Earth 
International のメンバー団体として1980年から国際環境NGOとして活動を続けています。 

人間活動によって引き起こされた環境に関わる諸問題を解決し、将来にわたって調和の
とれた社会を実現するために、原子力に依存しない持続可能なエネルギー社会実現に向け
ての活動や開発金融の中身について状態を把握、持続可能な森林経営を目指す「フェア
ウッド」調達等を推進しています 

こうさか    まさし 

もとよし  いさむ    
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※CSV：Creating Shared Value 共有価値の創造／企業が社会課題解決に対応することで、経済的 

    価値と社会的価値をともに創造すること  

交流会の様子 

香坂氏（グローレン） 

本吉氏（キッズドア） 
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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。 

＜イベント情報掲載募集＞ 

◆対象期間：2018年5月1日（火）～5月31日（木） 

◆募集締切：2018年4月4日（水） 

◆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。 

*3月号（VOL.57）のイベント情報はお休みします。次

回は4月号（ VOL.58）の掲載となります。 

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 

 小滝橋ひろばでは、現在、グラウンドゴルフ、パステルシャインアート、アロマカフェ、ネイルケア、
色絵カフェを開催しています。今回はその中のパステルシャインアートを紹介します。 
『世界で一番簡単で、一番輝くアート』と呼ばれているパステルシャインアートは、誰にでも驚くほど簡
単に短時間で描ける絵です。絵を書いた事のない人でも苦手な人でも大丈夫です。というのも、絵の出来
上がりの上手い下手よりも描くプロセスを大切にするからです。パステルのほんわり優しい色を描いてい
るうちに心も身体も穏やかにみんなニッコリになります。リラックスとリフレッシュをもたらしてくれる、
セルフヒーリング効果の癒し系アートです。   

  

開催：毎月第2・4月曜日 14時～16時 ２部制各1時間(14～15時、15～16時）  
定員：各回4名 合計8名 ※事前予約制  参加費＆材料費：1,000円   
お申し込み・問合せ先：新宿NPOネットワーク協議会   後援：新宿区 
電話：03-5206-6527  FAX：03-5386-1318  Email：hiroba@s-nponet.net 
  
*小滝橋ひろばでは4月からウクレレ教室も始まります。お楽しみに！！ 

小滝橋ひろば  

新宿NPOネットワーク協議会 

「小滝橋ひろば～ネイルケア」 

日時：2018年3月１2日（月）、26日（月） 13:00～17:00 

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＆材料費：1,000円 

定員：4名  所要時間：1人45分 

開催日前日までに要予約 

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会 

【電話】 03-5206-6527  

【FAX】 03-5386-1318 【MAIL】 hiroba@s-nponet.net 

        シャプラニール＝市民による海外協力の会    

                   学生宿泊型イベント 

       「THE★FORUM2018#国際協力とは」  

日時：2018年3月25日（日） ～27日（火） 2泊3日 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

参加費：10,000円  募集人数：20名 

対象：中学3年生～大学2年（2018年3月時点） 

申込締切：2018年3月9日（金) 

問合せ：シャプラニール＝市民による海外協力の会「ユース担当」 

【FAX】 03-3202-4593 【MAIL】 forum@shaplaneer.org  

 日本ブラインドサッカー協会 

 KPMGカップ 

「ブラインドサッカ-クラブチーム選手権2018」 

日時：2018年3月3日（土）～4日（日）  

場所：富士通スタジアム川崎 

    （神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-9）  

参加費：入場無料（雨天決行、荒天中止） 

問合せ：日本ブラインドサッカー協会 

【電話】 03-6908-8907 【MAIL】 info@b-soccer.jp 

 ピースボート災害ボランティアセンター 

 「災害ボランティア入門」  

日時：2018年3月21日（水） 14:00～16:00 

場所：ピースボートセンターとうきょう 

       （新宿区高田馬場3-13-1-B1） 

参加費：1,000円  

対象：どなたでも（内容のレベルは初級です） 

問合せ：ピースボート災害ボランティアセンター 

【電話】 03-3363-7967 

【MAIL】 kyuen@pbv.or.jp  

＜パステルシャインアート＞を紹介します  
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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） 

【NPOと行政における協働】 
 

【日 時】3月14日（水） 18:30～21:00 

【内 容】行政は地域の様々な課題に対し、NPO等社会貢献活動を行う団体と、ともに考え解決していく 

 ための「協働」を推進しています。今回、区とNPOが行ってきた取組事例から、NPO・行政が協働して 

 いくために必要な条件や円滑にしていくためのポイントについて、意見交換や情報交換を行い、交流する 

 会を開催します。 

【プログラム】 

 ＜基調講演＞『NPＯと行政における協働』 

  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） 

 ＜新宿区協働事業提案について＞ 

  新宿区地域振興部地域コミュニティ課 

 ＜事例紹介＞  

  *外国にルーツを持つ子どもの学習支援等 

  小林 普子氏（NPO法人みんなのおうち 代表理事） 

  新宿区地域振興部多文化共生推進課 

  公益財団法人新宿未来創造財団  

 *家庭訪問型子育てボランティア推進事業（ホームスタート） 

  宮越 裕子氏（地域子育て支援センター二葉 地域活動ワーカー） 

  新宿区子ども家庭部子ども総合センター 

 ＜パネルディスカッション＞ 

  パネラー：矢代 隆嗣氏、新宿区地域振興部地域コミュニティ課、小林 普子氏、新宿区地域振興部多文化 

  共生推進課、公益財団法人新宿未来創造財団、宮越 裕子氏、新宿区子ども家庭部子ども総合センター 

  ファシリテーター：山下 馨氏（一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会 代表理事） 

【会 場】当センター 501会議室         

【参加費】500円 

    

＜ホームスタート事業＞ 


