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！

新宿NPO協働推進センターではNPOや社会貢献活動をされている方々、また、これから活動を考え
ている方に役立つ「新宿NPO活動基礎講座」を開催しています。今号では、4月から開催予定の30講
座の内容をジャンル別にご紹介します。
新宿NPO協働推進センターの講座はここが違う！
うれしい時間設定！
平日夜間（18:45～）または土曜午後の開催で、お仕
事があっても通いやすい時間です。
NPOに適した内容！
NPOや社会貢献活動に必要な知識を、豪華講師陣が分
かりやすく、ポイントを絞って解説します。
参加しやすい価格！
1コマなんと1,000円！ 社会貢献活動を応援するため、
新宿区からの補助でお手ごろな価格となっています。

NPOって何？ 春から活動を
一歩進めたい…というあなたに
NPOとはそもそもどんなもの？ これまで任意の市民
活動団体だったけれど、法人にすると何かメリットがあ
るの？…そんな疑問を解消する入門講座。長年、NPOの
支援を続けている手塚氏と、自らプロボノとしてNPOの
設立支援を行っている瀧口氏が、いまさら聞けない基礎
知識を解説してくれます！

NPO入門講座
開催

講座（内容）

講 師
手塚 明美氏
4/4 NPO入門講座
（認定NPO法人藤沢市民活動
（木） 『NPOのイロハを学ぼう！』
推進機構理事・事務局長）
4/18
瀧口 徹氏
NPO設立講座
（木）
（BLP-Network副代表・弁護士）
手塚 明美氏
4/25
NPO組織・運営講座
（認定NPO法人藤沢市民活動
（木）
推進機構理事・事務局長）

NPO運営に法令順守は重要課題！ 気になるポイントは…
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づいた法人で
すので、決められたルールを守って運営しなければなり
ません。NPOで働く人の待遇はどう決める？ イベント
の参加者やボランティアの個人情報をどう管理する？
活動に関係してくる法律上の問題って？ …

この3講座では、問題になりやすい労務管理、最近、
厳しくなっている個人情報管理、その他法務全般につい
て、それぞれ専門家からお話を伺います。企業とは違う
NPOならではの問題を、丁寧に取り上げていきます。初
心者の方もベテランの方もふるってご参加ください。

コンプライアンス講座
開催

講座（内容）

5/24 NPOのための労務管理
（金） 講座
5/30
個人情報管理講座
（木）
6/14
NPOのための法務講座
（金）

講 師
後藤 勝氏
（特定社会保険労務士・第一種衛
生管理者）
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）
瀧口 徹氏
（BLP-Network副代表・弁護士）
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マーケティングの基本的な
考え方を事業企画に活かしたい！
がんばって作った事業企画、あなたの団体の強みを活
かしていますか？ あなたの団体のファン、本当はもっ
と増えるんじゃないでしょうか？
事業企画や方針決定に欠かせないマーケティングの基
礎知識、組織の強みを活かした事業企画の立て方、行政
や他団体との協働…実際に携わった講師だからこそわか
るポイントを解説。元気が出ると評判のシリーズです！

難しい会計は実践的な講座で
対策をぬかりなく

事業企画講座
開催

講座（内容）

6/25（火）

NPOのための
マーケティング講座

7/13（土）

実行性のある事業企画講座
①.②

7/27（土）

協働事業の考え方・
進め方講座①.②

講 師
小谷 恵子氏
（株式会社ワークシフト研究
所認定講師・東京女子大学
非常勤講師）
柳田 好史氏
（NPO法人としまNPO推進協
議会 代表理事）
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）

NPO法人は企業とは異なる「公会計」を行い、毎年事
業報告を行わなくてはなりません。NPO法人の会計処理
のポイントを押さえ、躓きやすい箇所は例題を解きなが
ら、手を動かして練習します。

会計講座

4回の連続講座です。2回目以
降は実践が中心になります。

お金の悩みは毎回好評の
資金調達講座へ

開催
講座（内容）
8/20（火）
8/23（金） 会計講座 ①.②.③.④
～日常の記入から決算
8/27（火）
まで～
8/30（金）

講 師
田中 義幸氏
（NPO法人 日本公会計支援
協会理事長・公認会計士・税
理士）

NPOにとって、いかにお金を集め、運営して行くかは
重要な課題です。このシリーズではNPOが資金調達を行
う意義等について、資金調達のプロが解説。主な調達手
法別の講座もご用意しています。

資金調達講座
開催
9/2（月）
9/9（月）

講座（内容）
ファンドレイジング講座 ①.②

講 師
間辺 初夏氏
（認定ファンドレイザー）

9月中旬 助成金講座

トヨタ財団
国内助成グループ

9/26（木） クラウドファンディング講座

株式会社CAMPFIRE

10/3（木） ソーシャルビジネス講座

日本政策金融公庫

傾聴からワードプレス（HP)、SNSまで…スキルアップを応援！
ワークショップや傾聴、ファシリテー
ションのスキル、ウェブを活用するスキル
…共感度を高め、活動を促進するスキルアップ講座で
す。最新情報も盛り込んでお届けしています！

スキルアップ講座
開催

講座（内容）

8/3（土） ワークショップ講座 ①.②
10/24（木）
10/31（木）

傾聴講座 ①.②

講 師
小笠原 祐司氏
（NPO法人 bond place 代
表理事）
武藤 圭子氏
（元NPO法人Kei Choネット
理事長）

NPOのウェブ担当者になろう
千野 雅則氏
11/16（土） ①.②～団体ホームページの
（NPO法人 スキルボート）
作り方・使い方～
永 順太郎氏
12/6（金） ウェブを活用した広報講座
（ヤフー株式会社 SR推進統
12/13（金） ①.②
括本部 社会貢献事業本部）
長畑 誠氏
1/25（土） ファシリテーション講座 ①.② （明治大学公共政策大学院ガ
バナンス研究科教授）
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※ 講座の内容・講師等は2019年3月現在のものです。 予告なく変更になる場合がございますので予定が近くなりましたらWebやチラシ等で
ご確認ください。

✤ちょっと気になるNPOを紹介します✤
《 NPO法人日本エコツーリズム協会 》
“美しい地球と楽しい旅を次の世代につなぐ”
“エコツーリズム”とは、自然や文化や歴史的遺産などを守りつつ、それらとのふれあいをガ
イドの説明を受けながら楽しみ、地域の経済振興に結び付けるようとする旅の考え方を指しま
す。エコツーリズムの導入で、海女さん文化が復活した鳥羽、コケガールが押し寄せる奥入瀬、
52％のリピーター率で冬でも元気な埼玉県飯能などを紹介します。多くのエコツーリストを
育てることなどを目的としている活動のお話をうかがいます。
2019年 4月11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法人日本エコツーリズム協会
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。
新宿NPOネットワーク協議会

「神楽坂 坂上サロン～麻雀で脳トレ」
日時：2019月4月2日、9日、16日、23日（火）
午前の部 10:45～12:45 午後の部 13:00～15:00
場所：高齢者福祉施設 神楽坂
（新宿区矢来町104）
参加費：500円
定員：各部20名 (事前申込必要）
問合せ・申込：新宿NPOネットワーク協議会
【電話】 03-5206-6527
【Email】 hiroba@s-nponet.net

新宿区ウオーキング協会 第170回例会

「ありがとう 平成」約10ｋｍ
日時：2019年4月9日（火）
受付：8:40～9:00
集合：行幸通り中央通路出口D2付近
(最寄駅：都営三田線「大手町駅」
東京メトロ千代田線「二重橋前駅」)
解散：桜田公園 12:30頃予定
(最寄駅：JR、東京メトロ銀座線、都営浅草線「新橋駅」)
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

朝日キャンプ 「キャンプリーダー募集」

あそびと文化のNPO新宿子ども劇場

朝日キャンプ活動説明会

鑑賞会
「ちゃんぷるー～私が幽霊！？ 修学旅行～」

日時：2019年4月12日(金) 19:00開始
場所：新宿NPO協働推進センター 401会議室A・B
(新宿区高田馬場4-36-12)
応募資格：関東首都圏内に通学・在住している学生
(大学・専門学校・短大生）他詳しくはホームページに記載
問合せ：朝日キャンプ事務局「キャンプリーダー募集」係
【電話】 03-6274-8106
【Email】 recruit2019@asahicamp.org
HPに申込フォームあり

＜イベント情報掲載募集＞
◆対象期間：2019年5月1日（水）～5月31日（金）

日時：2019年4月27日（土） 18:30
場所：新宿区立津久戸小学校 体育館
(新宿区津久戸町2-2）
対象：小学生以上
入場料：2,500円
問合せ・申込：あそびと文化のNPO新宿子ども劇場
【電話・FAX】 03-5261-8696
【Email】 shinjukukodomogekijo@mbr.nifty.com
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：2019年4月3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5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入門講座】
～NPOのイロハを学ぼう！～
【日 時】4月 4日（木） 18:45～20:45
【内 容】「NPOって何？」「非営利って？」「法人
格はいるの？」など、NPOに関する関心、疑問をお
持ちの方には最適なNPOイロハ講座です。NPO現場
で活動されてきた講師をお迎えして経験を交えて分
かりやすくお話しいただきます。
【講 師】手塚 明美氏（認定NPO法人藤沢市民活動
推進機構 事務局長）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円

【NPO組織・運営講座】
～強いNPOを作ろう！～
【日 時】4月 25日（木） 18:45～20:45
【内 容】NPOは思いが先走り、しっかりした組織の
運営がおろそかになりがちです。活動成果を確実に
あげていくために必要な事業の企画や実施方法、人
材の確保、資金の調達と管理等についてお話しいた
だきます。
【講 師】手塚 明美氏（認定NPO法人藤沢市民活動
推進機構 事務局長）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円

【NPO設立講座】
～定款作成から設立登記まで～
【日 時】4月 18日（木） 18:45～20:45
【内 容】NPO法人を設立するためには、設立の趣旨、
運営方針を定めた定款など、法律に基づいた書類の
作成や手続き等が必要になります。本講座では、
NPO経験のある弁護士を講師にお迎えして、検討す
べき事項について、お話しいただきます。
【講 師】瀧口 徹氏
（BLP-Network 副代表・弁護士）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円

はじめてのウクレレ
～ウクレレ教室（初心者編）全6回～
【日 時】4/3・4/17・5/8・5/22・6/5・6/19
各日16:00～17:30
【対 象】ウクレレを楽しみたい方・習ってみたい方
小学生以上（低学年生には保護者が同伴ください）
かたばみ
ひろし
【講 師】方喰 浩氏（クロサワ音楽教室講師）
【会 場】当センター 102会議室
【参加費】10,000円/6回
【定 員】16名 先着順(最小催行人員6名)
※1回目は必ずご参加ください。
※貸出し用ウクレレあります(右利き用のみ)。
持ち帰って練習される場合、預かり金が必要です。

★参加希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記問い合わせへご連絡下さい。
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