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！

社会問題を解決するための活動では、NPOの他に企業のCSR（企業の社会的責任）も大きな力を発揮しま
す。今号では、CSRに意欲を持っている企業のみなさんとNPOの連携を深めるために開催した『CSRとNPO
の交流会』（9月14日実施）の内容をご紹介します。

◆協力団体紹介
及川

政孝（おいかわ

まさたか）氏（経営実践研究会

事務局）

経営実践研究会（以下：研究会）は本業を通じて社会課題を解決するた
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経営者
の会です。昨今、環境汚染や貧困、長時間労働等の社会問題が起きていま
す。このような様々な社会問題に対して、NPOの皆さんが活動されていま
すが、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。

◆事例紹介１
岡田
八木

及川氏
（経営実践研究会）

「経営者としての社会貢献活動の展開について」

沙織（おかだ さおり）氏（NPO法人若者メンタルサポート協会 理事長）
大助（やぎ だいすけ）氏（株式会社ビー・スプリングス 代表取締役）

若者メンタルサポート協会は、親からの虐待や両親の不仲などにより、
生きて行くのがつらいと感じている子ども達に対して ”自分は生きる価値
がある、幸せになっていいんだ“と心から当たり前に幸せを感じられる心と
環境を作るための活動をしています。具体的には、LINEやメールによる24
時間無料相談や子ども達に居場所の提供、カウンセラー養成講座等を行っ
ています。
株式会社ビー・スプリングスは、”醤油を一滴も使わない究極の塩だし”
「そば助」を運営しています。
八木社長は研究会を通じて、若者の自殺防止に取り組んでいる岡田氏と
岡田氏
出会い、活動を応援する事になりました。支援内容としては、資金援助だ （若者メンタルサポート協会）
けではなく、「そば助」を通して、子ども達の食事や居場所の提供も行っ
ています。他にも若者メンタルサポート協会だけでなく、犬猫殺処分問題
への取り組みや児童養護施設のサポート等も行っています。
様々な社会貢献活動を継続する中で、日本の貧困率（15.3%）やシング
ルマザーの貧困率（50%）が他の国に比べて高いことを知り、”日本から
貧困をなくす”をテーマに、「そば助」発祥の「3歳以下の食事無料」を始
めました。さらに、今後の展望として日本全国の飲食店が社会貢献活動を
積極的に取り組めるように”命をつなぐ食の協会”をつくり、飲食店を巻き
八木氏
込んでいくことで、少年院や児童養護施設からの雇用の受け入れが出来る
（ビー・スプリングス）
仕組みをつくっていきます。
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◆事例紹介 2 「企業連携子育てプロジェクト」
疋田

からん (ひきた からん）氏

（NPO法人放課後NPOアフタースクール）

放課後NPOアフタースクールは、今を生きる子どもと親を取り巻く課題解
決に取り組んでいます。現代は、昔のように子ども達がのびのびとする時間
と空間、仲間の集まる「放課後」はなくなってしまいました。そんな「放課
後」に注目し、地域と社会で子どもを育てる「放課後づくり」をしています。
アフタースクール（放課後の小学校を活用した学童保育）には、①放課後
の小学校で開校されていること ②小学1～6年生まで誰でも参加が可能なこ
と ③地域の人や企業が市民先生となってプログラムを提供すること、の3つ
の特徴があります。企業の方のプロの「知識」や「ワザ」を次世代に伝える
ことで子どもたちの夢を育み、企業にとっても人材育成やマーケティングな
どのメリットがあります。これまで500種類以上のプログラムが行われ、市
民先生は5000人以上、連携企業数も大企業から中小企業まで100社以上とな
りました。
現在、カゴメ株式会社と放課後NPOアフタースクールは、相互の強みを活
かして小学生の野菜不足解消を目指したプロジェクト『おいしい！野菜チャ
レンジ』を進めています。企業は、野菜の知見やおいしく加工する技術、食
育プログラムの経験を提供し、NPOは、企業と学校、放課後教室をつなぎ、
豊富な教育現場での経験をもとに子どもへの接し方などの知識を提供します。
カゴメ株式会社にとっては、子どもたちの「楽しい！やりたい！」を引き
出しながら、トマトの会社のイメージから野菜の会社だということをアピー
ルできます。
子どもたちは、クイズやジュース作りやレシピ発表などの体験型学習をし
たり、「さわる、みる、かぐ」などの五感を活かし、体感を使って、野菜が
体にとってどのように良いものなのかを学んでいきます。子どもたちの「野
菜が食べられた！」という達成感を生み出し、成長をサポートしています。
このプロジェクトは、年間20か所で開催されており、これからも継続するこ
とがミッションと考えています。

疋田氏
（放課後NPO
アフタースクール）

事例紹介の様子

交流会の様子

◆交流会
事例紹介の後、参加されたNPO団体と企業の方に自己紹介と活動紹介をし
ていただきました。軽食を用意した交流会では、事例紹介１で紹介された
『そば助』究極の塩だしを使った「冬瓜とひき肉のくず仕立て」なども提供
されました。参加団体の皆さんは、それぞれ積極的に名刺交換をし、お互い
の情報を共有、活動について話したりと交流を深めていました。

新宿NPO協働推進センターをご利用ください。
「利用料金が安くて使いやすい！」
当センターにはいろいろな施設があり
ます。例えば「1階多目的室」は、定員が
81名と多数の方の入室が可能で、講座や
ワークショップなどを行うのに最適です。
利用料金は午前（9:00～12:00）の場合、
2,400円です。
※利用方法など詳細に関しては、HP又は
1階多目的室
当センター（03-5386-1315）までお問（定員81名：机27台、椅子
合せ下さい。
81脚が使用できます）
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参加者の集合写真

働きながら社会貢献活動を学びたい方
Word, Excel使える方、大歓迎！！

スタッフ募集！
＠新宿NPO協働推進センター

・NPO団体や社会貢献活動をなさ
る方々を応援する仕事
・窓口、受付、会議室や備品の貸
出、講座イベントサポート 等
（お問合せ先）
新宿NPOネットワーク協議会

℡ 03-5206-6527

email：email@s-nponet.net

✤ちょっと気になるNPO法人を紹介します✤
《 認定NPO法人JUON（樹恩） NETWORK 》
“都市と農山漁村が支え合うネットワークをひろげる”
自然と向き合う知恵と技を学び伝える場を提供し、都市と農山漁村の循環と世代をこえた人々
のつながりを取り戻す活動（森林・援農ボランティア等）を通じて、持続可能な社会の実現をめ
ざす活動を行っている団体を紹介します。
2018年11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：認定NPO法人JUON（樹恩） NETWORK
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。
自立生活サポートセンター・もやい
「もやい貧困問題実践講座」～ソーシャル・アクション編～
1日目：2018年11月10日（土） 10:00～18:00
場所：パルシステム東京7階大会議室（新宿区大久保2-2-6)
2日目：2018年11月11日（日） ＊参加は希望者のみ
場所：14:00～16:00 山谷フィールドワーク
21:00～22:30 新宿フィールドワーク
参加費：一般6,000円 学生4,000円
団体(3名以上）1人5,000円
定員：30名(申込必須・先着順）
申込み：http://www.npomoyai.or.jp/hinkonkouza2018
【電話】 03-6265-0137 火曜12-18時、金曜11-17時
【FAX】 03-6265-0307 【Email】 info@npomoyai.or.jp

新宿区ウオーキング協会

第165回例会
「地下鉄大江戸線一周ウォーク その1 約10ｋｍ」
日時：2018年11月13日（火）

受付：8:40～9:00

集合：新宿中央公園水の広場
(最寄駅：大江戸線「都庁前駅」A5出口）
解散：上野公園不忍池

12:30頃予定

(最寄駅：大江戸線「上野御徒町駅」/JR「上野駅」
銀座線「上野広小路駅」

参加費：一般400円、会員無料
問合せ：新宿区ウオーキング協会
【電話】 090-3217-4109 【FAX】 03-3208-3531

粋なまちづくり俱楽部

新宿NPOネットワーク協議会

「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2018」

「小滝橋ひろば～色絵（いろえ）カフェ」

日時：2018年11月10日(土) 15:00～前夜祭
2018年11月11日(日） 11:30～本祭
場所：神楽坂界隈 (新宿区神楽坂)
店めぐり、伝統芸能ライブ、新内流しなど

日時：2018年11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

参加費：各催しによって異なります。

定員：6名

詳しくは公式ウェブサイト

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会

https://kaguramachi.jp/

主催：粋なまちづくり俱楽部・アーツカウンシル東京

＜イベント情報掲載募集＞
◆対象期間：2018年12月1日（土）～12月31日（月）

【電話】 03-5206-6527 【Email】 hiroba@s-nponet.net
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11月5日（月）

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のウェブ担当者になろう！】 ～How to WordPress #1・#2～
【日 時】 11月 3日（土） 13:00～15:00
11月10日（土） 13:00～15:00
【内 容】ボランティア団体・NPOの活動にはウェブの活用が欠かせません。しかし、情報更新やセキュリ
ティなどを考えると、運営のための手間と知識が必要となります。本講座では、世界的に普及している
CMS（コンテンツ管理システム）WordPressや、その他のウェブサービスについて学んで頂きます。
概念ではなく、具体的な事例をお伝えします。スキルを身に着けて、活動にウェブを活かしましょう。
＜11/ 3＞サーバー選定、インストールから記事投稿
＜11/10＞デザインのための便利ツール、セキュリティと他サービスとの連携
【講 師】千野 雅則 (ちの まさのり)氏（NPO法人スキルボート 代表）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】2,000円（各回1,000円） ※連続受講をお勧めします。

【ウェブを活用した広報講座】 ～効果的なソーシャルメディア広報活用術～
【日 時】11月15日（木） 18:45～20:45
11月22日（木） 18:45～20:45
【内 容】さまざまなウェブツールの概要・特徴と、それぞれの使い方や注意すべきポイントなどの基本的な
点や、団体活動に合った効率的な使い方について、２回講座でグループワークも交え、効果的な表現やプロ
モーションを学んで頂きます。
＜11/15＞ WEBを使った団体活動のプロモーションとソーシャルネット活用に関して
＜11/22＞ 団体活動に合った、さまざまなWEBツールの効果的な使い方
【講 師】永 順太郎(えい じゅんたろう)氏（ヤフー株式会社 SR推進統括本部 社会貢献事業本部）
【会 場】当センター 501会議室

【参加費】2,000円（各回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）

4

