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！

◆東京ボランティア・市民活動センター（運営団体：社会福祉法人東京都社会福祉協議会）
東京エリアを中心として、さまざまな団体・機関とネットワークをはかりながら、
ボランティア・市民活動の推進と支援を行っています。

ボランティア、市民活動の情報データベース！
様々なボランティア、市民活動に関する情報（イベント、ボランティア
活動、助成金、求人等）を提供するほか、ボランティアやNPOに関する
基礎知識を学ぶための支援を行っています。

「東京ボランティア・
市民活動センター」のHP
https://www.tvac.or.jp/

情報発信支援
ボランティア募集、イベントや研修の開催、寄附や募金の募集などの情
報発信を行っています。 投稿された情報をホームページに掲載するほか、
センター内の棚にパンフレットやチラシの配架を行っています。

相談の受付や講座の開催
ボランティア活動や市民活動に関する様々な相談を受け付けています。
「ボランティア活動をしたい」「ボランティアグループやNPOを探した
い」などの相談や、NPO法人の設立・運営などに関する相談を受け付け
ています。また、社会貢献活動に関する様々な講座を開催しています。

ゆめ応援ファンド
東京都内におけるボランティア・市民活動の開発・発展を通じて市民活
動の創造を目指すために、ボランティア・市民活動団体に対して必要な
資金の助成を行っています。

＜お問い合わせ先＞
東京ボランティア・市民活動センター
住所：〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ10階
TEL: 03-3235-1171

情報誌「ネットワーク」
（隔月発行）
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◆日本財団CANPANプロジェクト（運営団体：NPO法人CANPANセンター）
CANPANプロジェクトは、日本財団およびNPO法人CANPANセンターによ
る、市民、NPO、企業などの活動を支援し、連携を促進することで、民間
主体のより豊かな社会づくりに貢献することを目指すソーシャルプロジェ
クトです。

情報発信支援
団体登録を行えば、情報発信サイト「CANPAN FIELDS」の「トピック
ス」欄にイベント・セミナー情報、ボランティア情報などを掲載するこ
とができます。また、 「トピックス」欄に掲載された各種情報に関して
は、Yahoo Japanが運営している「Yahooボランティア」に自動的に情
報掲載されます！

情報発信サイト
「CANPAN FIELDS」
http://fields.canpan.info/

お問い合わせは上記ページにア
クセスして、ページ内の「お問
い合わせ」からご連絡ください

ファンドレイジング支援
登録団体になると資金調達支援として、寄付や会員からの会費をオンラ
インで受付ができる「CANPAN決済サービス」（クレジットカード決済
システム）を低額料金で利用することができます。

助成金情報支援
NPO等の社会貢献活動団体を対象にし、主に全国規模で申請募集を行っ
ている助成金情報が掲載されています。

スキルを学ぶ場の提供支援
インターネット上だけでなく、直接、NPOの組織マネジメントに関わる
専門家や事例がある団体から様々なスキルを学ぶ場、NPOが活用できる
ITサービス等を紹介、そして参加者同士がつながるためのセミナー
「CANPAN・NPOフォーラム」を定期的に開催しています。

「CANPAN」が行っている
活動支援

◆TechSoup Japan （運営団体：認定NPO法人日本NPOセンター）
「TechSoup（テックスープ）」は、 NPO法人、公益財団法人、公益社団
法人、社会福祉法人、非営利型の一般社団法人を対象とした、組織基盤のパ
ワーアップを応援するプログラムです。社会問題の解決のために活動する世
界中のNPOが最大限の力を発揮できるよう、ソフトウェアなどのIT製品の提
供やITのサポートを行っています。このプログラムは世界160ヵ国以上で実
施され、日本では認定NPO法人日本NPOセンターが「TechSoup Japan」と
して運営しています。

支援プログラムの内容
（１）ソフトウェアのNPO割引金額での利用提供
セキュリティソフトの「ノートンセキリュティ」（提供：シマンテック
社）がテックスープ登録団体に対して年1,149円（通常価格は年5,480
円）で提供されます。
（２）クラウド等のITサービスの無償提供
Googleでは「Google for Nonprofits」という非営利団体の業務を効率
化し、資金調達に役立つ強力なツールを無償提供しています。例えば有
料広告配信サービスのAd Grantsでは、キーワード検索したユーザーに
対してテキスト広告ができます。通常利用の場合は、費用が月120万円
ほどかかりますが、テックスープ登録団体は無償で利用できます。
テックスープでは、他にも様々なサービス等の提供を行っています。
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「TechSoup」の紹介チラシ
＜お問い合わせ先＞
認定NPO法人日本NPOセンター
住所：〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1
新大手町ビル245
TEL: 03-3510-0855

✤当センター利用団体を紹介します✤
《 NPO法人EAPメンタルヘルスカウンセリング協会（EMCA）》
「日本の社会にこころの健康セーフティネットを！」をスローガンに掲げるEMCA。つらいこ
とや困難で心がくじけたり、不調になりそうな時、もしも身近で支えてくれる存在がいればメ
ンタル不調にならずにすむことが多いです。心理カウンセラーが、親身になってあなたの話し
を聴き、心の健康をサポートします。当日、お悩み相談タイムもご用意します。
2018年9月13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EAPメンタルヘルスカウンセリング協会
参加費：1,000円

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
【電 話】03-5206-6527
【Email】hiroba@s-nponet.net

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。
ぷれいす東京

新宿食支援研究会

「新人ボランティア説明会」

「タベマチフォーラム」

日時：2018年9月1日（土） 14:00～16:00

日時：2018年9月2日（日） 10:00～16:30

場所：新宿NPO協働推進センター501会議室

会場：東京富士大学 二上講堂

(新宿区高田馬場4-36-12)

（新宿区下落合1-9-6）

参加希望の方は事前にメールか電話でお申込みください。

参加費：3,800円 (当日支払い 5,000円)

問合せ・申込み：ぷれいす東京

定員：500名 (先着順)

【電話】 03-3361-8964

主催：新宿食支援研究会

【Email】 office@ptokyo.org

申込み：https://tabemachi2.peatix.com/

【当日電話問合せ】 080-4293-8341(13:00～)

【電話】 03-5338-8817

建築ネットワークセンター
2018年度 マンション連続講座 4回目

森とでんえん倶楽部
高尾山自然体験教室

「管理組合で取り組む防災対策」

「草木染と花炭体験教室」

日時：2018年9月15日（土） 13:30～16:00

日時：2018年9月30日（日）

場所：建築ネットワークセンター事務所

集合：8:50 JR高尾駅北口

(新宿区早稲田74 鱒渕ビル301)
参加費：一般1,000円

会員500円

解散：16:00予定

参加費：小学生500円 大人1,000円
募集対象：小学生とお父さんお母さん 応募人数：30名

事前申し込み必要

応募締切：8月31日(金)

問合せ：建築ネットワークセンター

問合せ・申込み：森とでんえん倶楽部

【電話】 03-6457-3178 【Email】 kenchiku@d2.dion.ne.jp

【電話】 03-3366-1233 【Email】 moritodenen@live.jp

＜イベント情報掲載募集＞
◆対象期間：2018年10月1日（月）～10月31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9月5日（水）

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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【ファンドレイジング講座】
～思いを届ける資金計画～
【日 時】9月6日（木） 18:45～20:45
【内 容】寄附、会費、助成金などの非営利活動
に必要な資金の確保の手段全般を学びます。
【講 師】一般財団法人 ジャパンギビング
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円

【健康な100歳時代を支える
地域のしくみづくり】
これからの高齢化社会をみんなが健康で豊かに暮
らしていくために、公的支援だけに頼るのではな
く、地域の力で支援していくまちづくりについて
考えます。
【日 時】9月8日（土） 13:30～16:30
【プログラム】
＜活動紹介＞
◆五島 朋幸 氏（新宿食支援研究会 代表）
◆村田 芳子 氏（とつかふぇ）
◆高橋 昌弘 氏（新宿区福祉部地域包括ケア
推進課長）
他
＜パネルディスカッション＞
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】500円
【定 員】50名

【助成金獲得講座】
～助成団体が教えます！助成金獲得のポイント～
【日 時】9月18日（火） 18:45～20:45
【内 容】申請のポイントを把握して、確実な獲得
を目指します。
【講 師】喜田 亮子 氏（公益財団法人トヨタ財団
プログラムオフィサー 国内助成グループ担当）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円

【企業のCSRとNPOの交流事業】
社会課題解決には、NPOの他に企業のCSRも
大きな力を発揮します。CSRに意欲を持っている
企業のみなさんと交流します。
【日 時】9月14日（金） 18:00～21:00
【プログラム】
＜協力団体紹介＞
◆及川 政孝 氏（経営実践研究会 事務局）
＜事例紹介＞
◆八木 大助 氏（株式会社ビー・スプリングス）×
NPO法人若者メンタルサポート協会
◆NPO法人放課後NPOアフタースクール
＜交流会＞
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円
【定 員】50名

★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。
★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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