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！

NPOが活動を行う時、多種多様な問題が起こります。そんな時に問題を解決する一助となってくれる団体が
色々な形で存在しています。今号では、11月8日に開催した『応援団体とNPOの交流会』の内容を紹介します。

◆応援団体活動紹介１
深澤 まどか（ふかさわ まどか）氏（NPO法人シブヤ大学 事務局）
シブヤ大学は、渋谷のまちをキャンパスに見立てて、誰もが無償で学べる「学
びあいの場」をつくるNPOです。テーマは手芸から地球環境問題、先生は子ども
から有名人、教室は区の施設から公園や映画館までと幅広く、あらゆることを大
切に学べる場でありたいと、毎月、さまざまな授業を開催しています。生徒とし
て、先生として、スタッフとして参加し、みんなで授業を作っています。現在
450名いるボランティアスタッフと数名の事務局スタッフが、編集会議や勉強会
を重ねて、授業の企画・運営・振り返りを行い、良い授業に向けて学びあってい
ます。無料だからこそ実現できる学びの場があると信じて、行政や企業と協働す
るなど、授業料無料の仕組みづくりにチャレンジしています。
これまで開催した授業には、25歳のスタッフが企画した「ほぼ25歳が考える
『 』の未来」、シブヤ大学設立当初から関わっている「LGBTの家族と友人のた
めのワークショップ」などがあります。
応援活動としては、渋谷区に限らず、このような授業を開催したい団体からの
相談を受け入れて支援しています。また、シブヤ大学のHP、メールマガジン、
SNSを通しての広報支援も行っています。

深澤氏
（シブヤ大学）

◆応援団体活動紹介2
西川 亮（にしかわ りょう）氏（NPO法人Co.to.hana 代表理事）
Co.to.hanaは、「課題を解決したい人が想いをカタチにできる社会」をビジョ
ンに、「デザインで社会を変える」をミッションとしています。非営利活動をし
ている団体や行政、また企業と一緒に、社会の課題解決に取り組んでいます。
現在、実施している事業は、グラフィックからイベントなどの「デザイン事
業」、事業の立ち上げから、企画・運用を行う「プロジェクト事業」、活動促進
のための「デザイン研修事業」の3つの柱で成り立っています。
具体的な支援の流れは6つのステップに分かれています。
①支援先の調査と分析…ヒアリングやワークショップなどをし、団体の現状を把握
②理念の言語化と可視化…ビジョン、ミッション、行動指針などを確認
③CI(corporate identity),VI(visual identity)構築…ロゴマーク作成や世界観の構築
④広報戦略立案…アクションプランやアプローチ方法の立案
⑤コミュニケーションツールデザイン…チラシ、webサイト、事業報告書などの作成
⑥プロモーション、研修…ソーシャルデザイン研修や広報研修など
支援例としては、東北石巻の未来を担う高校生を対象に、地域や社会のニーズ
に合わせたキャリア教育プログラム「かぎかっこPROJECT」、大阪市浪速区を拠
点に、仲間づくりや助け合いのサポートを行うコミュニティサービス「ひとしご
と館」などがあります。

西川氏
（Co.to.hana）
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◆応援団体活動紹介3
篠崎 研一（しのざき けんいち）氏（第一勧業信用組合 連携企画部部長）
第一勧業信用組合（以下“かんしん”）は、“地域とのふれあいを大切に”を経営理
念に、融資だけではなく、地域で行われる祭りや町内会行事に参加するなど、地域
社会の発展に貢献することを目指して事業を展開しています。
現在、“かんしん”がNPOに対して応援できることは以下の4点です。
①資金調達の相談（特に融資）
新規事業等の運転資金や設備資金、また助成金の入金までのつなぎ資金等様々な
用途に対しての融資を行います。融資審査のポイントとしては、代表者の熱意、
事業計画、返済の確実性があり、これらをもとに判断し、融資を行います。
②専門家・協力者の紹介
“かんしん”は士業団体との連携があり、また、ソーシャルビジネス関係で連携し
篠崎氏
ている団体や、ここに参加のNPOの皆様と同じような活動をしているソーシャル
（第一勧業信用組合）
ビジネス事業者との交流もあり、状況に応じて、必要な協力者を紹介します。
③イベント・セミナー等の開催
“かんしん”主催の東京ソーシャルビジネス・アクセラレータープログラムや、日
本政策金融公庫との共催セミナー「ロジックモデルの作成」を開催しています。
④伴走支援
ネットワークを生かした支援やお客様の近くでできる様々な相談など、本部・支
店ともできることは全力を尽くして支援を行っていきます。

◆パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、会場からの質問への回答や、各団体の活動につい
て意見交換が行われました。
Q1．シブヤ大学がNPOに対して広報関係で協力できることは？
深澤氏：一緒にコラボレーションして授業を実施することや、団体の活動を2万名
が登録しているメールマガジンで情報発信することができます。授業については、 パネルディスカッション
HPやSNSによる情報発信や、J－WAVEでの紹介ができます。
の様子
Q2．デザインを依頼する時、民間企業とCo.to.hanaとの違いは？
西川氏：民間企業の多くはNPOの理解が十分ではなく、依頼されたこと以外の提案
は難しいです。一方、 Co.to.hanaは自身がNPOであり、NPOのことを熟知してお
り、事業運営を含め、全体的なアイデアを提案することができます。
Q3．ロジックモデルの具体的な作成例について
篠崎氏：短期（6か月）、中期（2～3年）、長期（5年）の事業計画を策定し、そ
れぞれの期間に何を行い、どのような成果を上げるのかを明確にして、それを行動
の指針として活動を行います。

◆交流会
活動紹介、パネルディスカッション後の交流会では、参加者全員が簡単な自己紹
介を行い、その後、登壇者との意見交換を行ったり、参加者同士がお互いの団体の
活動を紹介したりして交流を深めていました。

交流会の様子

新宿NPO協働推進センター

貸PCロッカーのお知らせ！
当センターでは、利用者の皆様にお使いいただける貸ロッカーを、
新たに20台設置いたしました。パソコンや書類の保管などに是非ご
利用ください。
※設 置 場 所：新宿NPO協働推進センター１F廊下 エレベーター前
※月額管理費：1ユニットあたり1ヶ月500円
※利 用 期 間：1ヶ月単位（翌月同日まで）
最長6ヶ月まで申込可（6ヶ月経過後は再申請）
当センター４F窓口で利用要項をご確認の上お申し込みください。
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内寸(1ユニット）
W255×D385×H90

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 NPO法人 みんなのことば 》
“心で感じる音楽を、こどもたちへ。”
NPO法人みんなのことばは、6歳までの子どもたちを対象に、五感で体験できる参加型クラシッ
クプログラム「みんなのコンサート」を、幼稚園・保育園・イベントなどで開催しています。すべ
ての子どもたちにとって、豊かな心を育てる「本物の体験」が当たりまえとなるような文化をめざ
して、「待っている人のもとへどこへでも」という想いでコンサートを届けています。
♪当センターで行われる「第133回市民とNPOの交流サロン」にご登壇いただきます♪

開催日時：2020年1月9日（木）18時45分～20時45分
場 所：当センター4階 401会議室
語り手：NPO法人みんなのことば
参加費：1,000円

※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
【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

漱石山房

「小滝橋ひろば～色絵（いろえ）カフェ」

「夏目漱石文学講座『行人』第6回/全12回」

日 時：2020年1月13日(月)、27日（月） 11:00～12:00
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 開催日の3日前までに要予約
定 員：6名
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179回例会

「新春下谷七福神めぐり」約8km
日 時：2020年1月7日（火） 受付：8:40～9:00
集 合：上野公園西郷隆盛像前
(最寄駅：JR線・東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」
都営大江戸線「上野御徒町駅」）
解 散：上野公園噴水広場 12:00頃予定
参加費：一般400円、会員無料
問合せ・申込：新宿区ウオーキング協会
【電話】 090-3217-4109
【FAX】 03-3208-3531
＜イベント情報/ボランティア募集など＞
◆対象期間：2020年1月25日（土）～2月29日（土）
◆募集締切：2020年1月4日（土）
◆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5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。

日 時：2020年1月8日（水） 13:30～15:30
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）
参加費：1回2,000円
講 師：東京大学大学院名誉教授 小森陽一 先生
以降2月～7月 原則第2水曜日開催
問合せ・申込：NPO法人漱石山房
【電話】 090-2133-4615
粋なまちづくり俱楽部

「神楽坂をよく知るセミナー第10回」
日 時：2020年1月19日(日)
13:00～17:30 （受付：12:30）
場 所：東京理科大学森戸記念館 1階
「第二フォーラム」 (新宿区神楽坂4-2-2)
参加費：2,000円 （「神楽坂を良く知る教科書」付き）
定 員：50名 申込締切り：開催日の10日前
問合せ・申込：粋なまちづくり倶楽部 申込はメール又はFAX
【電話】 050-3558-6260 【FAX】 03-5261-3464
【Email】 ikimachi.kentei@gmail.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
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

3

【明日から使えるファシリテーション実践講座】
～スムーズな会議の進め方、教えます！～
【日 時】2020年 1月25日（土）13:00～17:00
【内 容】ファシリテーションとは、会議や組織運営のスムーズな進行を促す行動を指します。「メンバーでの議論
がまとまらない」「アイディアが出ない」とお悩みの皆さん、多様な人々が参加する会議や組織の運営のために、
安全安心な場を作り、参加者の自由な対話を生み出しながら、協働を促進する方法を学びましょう。
・ファシリテーションとは？ ・ファシリテーションスキルを学ぶ ・ファシリテーション実践
【講 師】長畑 誠 氏 （明治大学 公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】2,000円（資料代等として）
【定 員】20名
★参加希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記問い合わせ先へご連絡ください。
★当センターでは、非営利の社会貢献活動に対して、会議室の貸し出し事業も行っています。
詳細につきましては、当センターＨＰをご参照ください。【URL：https://snponet.net/】

≪ 蔵書数750冊!! NPO関連の蔵書コーナー ＠4階フリースペース ≫
4階フリースペースに設けられた蔵書コー
ナーには、NPO関連の書籍（約160冊！）
を中心に、「事業・企画」「まちづくり」
「災害対策」など様々な種類をそろえていま
す。その総数は、約750冊を数えます。館
内のみの閲覧となり、貸し出しは行っており
ませんが、書店の店頭に並ぶような最新刊も
随時、加えています。
当センターご利用時には、ぜひ一度お立ち
よりください！！
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壁一面にずらりと
立ち並ぶ書籍

活動に役立つ書籍に出会
えるかもしれません

