
新宿NPO協働推進センター 広報誌

NPO POP NEWS！ 社会貢献活動に関連したポップな話題をお伝えします。

えぬぽっぷん
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期していた『新宿NPO活動基礎講座』を、10月から開催します。
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30講座です。今号では、
その内容をジャンル別にわかりやすくご紹介します。

◆NPOに適した内容
NPOや社会貢献活動に精通した講師陣が、活動
に必要な知識やスキルを、わかりやすく、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参加しやすい価格となって
います。

持続的な社会貢献活動を進めるのに有効なソーシャルビジネスとその手法、お互いの強みを生かしつつ、
不足を補いあうことでより効果的な成果が期待できる協働事業、NPO活動に的を絞ったマーケティングの
考え方について学びます。

社会貢献活動のための事業企画・マーケティングを学ぼう！

イベント等で活用できるワークショップや会議進行に役立つファシリテーションのスキル、活動のPR
に必要なホームページ、SNS等を活用した広報等、多岐にわたり、活動を促進するスキルアップ講座を
開催します。

ワークショップ、SNS広報など 活動に役立つスキルを身に付けよう！

開催日 講座名(内容） 講 師

10/20(火) ソーシャルビジネス実践講座
髙橋 知佳子 氏 他
(西武信用金庫 事業支援部)

10/24(土) 協働事業の考え方・進め方講座①②
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)

12/17(木) NPOのためのマーケティング講座
小谷 恵子 氏
(明海大学経済学部講師）

開催日 講座名(内容） 講 師

11/7(土) ワークショップ講座①②
小笠原 祐司 氏
(NPO法人bond place 代表理事)

1/16(土) NPOのウェブ担当者になろう①②
千野 雅則 氏
(NPO法人スキルボート)

1/26(火)
2/2(火)

ソーシャルメディア広報講座①②
天野 渉 氏
(株式会社シグナル 取締役 COO)

2/13(土) ファシリテーション講座①②
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)

◆参加しやすい時間設定
平日夜間(18:45～)または土曜の開催で、仕事帰
りや休日にも参加しやすい設定です。

◆新宿区以外の方も参加可能
新宿区在住在勤を問わず、どなたでも参加いただ
けます。

◆オンラインでも受講可能
詳しくはホームページをご覧ください。

新宿NPO協働推進センターの講座にはこんな特長があります。



一般企業の「会計」と、NPO法人の「会計(公会計)」はどう違うのでしょうか。本年度は、会計の基礎
と記入の仕方を学ぶ、初心者のための「入門編」を新たに加え、スムーズな決算を目指す「決算まで編」
と合わせて開催します。練習問題を解きながら実践的に学びます。

入門から決算まで！ やさしく学んで正しい報告を目指そう！

開催日 講座名(内容） 講 師

12/1(火),5(土) 会計講座 入門編①②
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)2/20(土),23(火),26(金)

会計講座①②③④
～日常の記入から決算まで～
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NPO運営に法令遵守は重要課題！ 気になるポイントは…

社会貢献活動を行う上で、法律を遵守することは大変重要で、しっかり管理しなければなりません。
NPOで働く人の待遇は？ イベントの参加者やボランティアの個人情報の管理は？ 活動する時に考慮す
べき法律上の問題は？ など、企業とは違うNPOならではの注意点を丁寧に解説していただきます。

NPOとはそもそもどんなものなのでしょうか？NPOに関する様々な疑問に答えながら、基礎知識をわか
りやすく学び、活動に役立つ情報を身に着けます。また、活動成果を確実にあげていくための、しっかり
とした組織運営についてもお話しを伺います。

初心者も経験者もNPOのイロハから組織運営まで学んで理解しよう！

開催日 講座名(内容） 講 師

11/21(土)
NPO入門/
NPO組織運営講座

手塚 明美 氏
(認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長）

NPOの活動分野は色々ありますが、その
活動テーマをひとつ取り上げ、講座として
学びます。第一回目の今回は“まちづくり”
をテーマに、お届けします。現場での課題
解決の手法を学びます。

新講座！ NPOの活動分野テーマを深堀りします

NPOの運営上で重要な要素が資金調達です。ただ足りない！だけでなく、具体的な使途を考えることが
必要です。自団体の現状に沿った資金調達方法を考えてみましょう。

自分の団体にあった資金調達方法を探そう！

開催日 講座名(内容） 講 師

3/6(土) ファンドレイジング講座①②
間辺 初夏 氏
(認定ファンドレイザー)

3/13(土) 助成金講座
トヨタ財団
国内助成グループ

3/20(土) クラウドファンディング講座 株式会社GoodMorning

開催日 講座名(内容） 講 師

1/23(土) まちづくり講座①②
鈴木 輝隆 氏
(ローカルデザイン研究所)

開催日 講座名(内容） 講 師

11/26(木) NPOのための労務管理講座
後藤 勝 氏
(特定社会保険労務士・第一種衛生管理者)

12/3(木) 個人情報管理講座
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)

12/12(土)
NPO設立手続き講座/
法務講座

瀧口 徹 氏
(BLP-Network 副代表・弁護士)

※講座の内容・講師等は2020年9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。
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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。

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

＜イベント情報/ボランティア募集など＞

◆対象期間：2020年10月25日(日)～11月30日(月）

◆募集締切：2020年10月5日(月）

◆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。

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 NPO法人 エコリテラシー協会 》

主催・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

場 所：当センター4階 401会議室
語り手：NPO法人 エコリテラシー協会
参加費：1,000円

“ 次代を担う子どもたちに豊かで美しい地球の自然環境を! ”

次代を担う子どもたちに、豊かで美しい地球の自然環境を残すためには、子どもたちの環境問
題への知識だけでなく、体験・実践する能力「エコリテラシー」を向上させることが欠かせませ
ん。子どもたちの「エコリテラシー」育成のため環境教育推進法に則した幅広いエコリテラシー
教育の実践を目ざす活動をしています。

♪当センターで行われる「第135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10月8日（木）18時45分～20時45分 ※是非ご参加ください。

まちぽっと ソーシャル・ジャスティス基金

「SJFアドボカシーカフェ第66回」
日 時：2020年10月3日（土） 13:30～16:00

受 付：13:00～13:25

場 所：オンライン 参加費：無料 定 員：50名

内 容：『忘れられた小児甲状腺がん患者たち～声を上げ

られない当事者にどう寄り添い、可視化するのか～』

完全事前登録制 申込締切9月30日

申 込：httpｓ://socialjustice.jp/20201003.html

問合せ：まちぽっと ソーシャル・ジャスティス基金（SJF)

【Email】 info@socialjustice.jp

自立生活サポートセンター・もやい

「ボランティア向けオンラインセミナー」

日 時：2020年10月11日(日) 13:00～14:00

10月24日(土) 17:00～18:00

場 所：オンライン 参加費：無料

内 容：平時の活動および新型コロナウイルス感染拡大下

での臨時体制を中心に説明

申 込：HPに申込フォームあり

問合せ：自立生活サポートセンター・もやい

【電話】 03-6265-0137（火曜12～18時、金曜11～17時）

【Email】 info@npomoyai.or.jp

JUON NETWORK(樹恩ネットワーク) 

「神の泉 森の楽校2020秋」
日 時：2020年10月31日(土)

場 所：埼玉県児玉郡神川町(旧神泉村) 100年の森

内 容：森林作業体験・交流会・「冬桜の宿 神泉」で入浴

参加費：会員・学生2,000円 一般3,000円 (入浴希望540円)

定 員：30名 締切：10月23日 （締切り後の申込は要相談）

問合せ・申込：JUON NETWORK (樹恩ネットワーク）

申 込：HPに申込フォームあり

【電話】 03-5307-1102 【FAX】 03-5307-1091

【Email】 juon-office@univcoop.or.jp 【HP】 http://juon.or.jp

朝日キャンプ

「2020年度リーダー募集」活動説明会

日 時：2020年10月1日(木)、10月28日(水)

19:00～20:30 

場 所：東京ボランティア・市民活動センター

(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ10F)

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HPに記載

申 込： HPに申込フォームあり

問合せ：朝日キャンプ事務局「キャンプリーダー募集」係

【Email】 recruit2020@asahicamp.org
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【協働事業の考え方・進め方講座 ① ②】
【日 時】10月24日（土）13:00～17:00

【内 容】多様化する地域、社会課題を解決するために、様々な団体が活動しています。協働は、お互いの強み

を生かしつつ不足を補いあうことで、より効果的な成果が期待できます。しかし、もともと別の団体として活

動しているもの同士が一緒に事業を行い、成果をあげる事は難しい事です。この講座では、協働事業を考える

にあたってのおさえるべきポイントを学び、事業の企画を考えます。

◆『協働』の基本的な考え方 ◆パートナーシップの概念 ◆実例から見る協働のポイント など

【講 師】矢代隆嗣（やしろ りゅうじ）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・

法政大学大学院兼任講師・中小企業診断士）

【会 場】当センター 501会議室 【定 員】20名 【参加費】①②あわせて2,000円

※オンライン受講もあります。詳細はホームページでご確認下さい。

【ソーシャルビジネス実践講座】
～仕組みから資金調達の方法まで～

【日 時】10月20日（火） 18:45～20:45

【内 容】近年、社会課題の解決をビジネスの手法を取り入れて実践する「ソーシャルビジネス」が、拡大

しています。本講座では、ソーシャルビジネスを数多く支援している講師をお招きして、ソーシャルビジ

ネス成功のポイントを学びます。

◆ソーシャルビジネスとは ◆ソーシャルビジネスの事例 ◆ソーシャルビジネスの資金と調達 など

【講 師】髙橋知佳子（たかはしちかこ） 氏 他（西武信用金庫 事業支援部）

【会 場】当センター 501会議室 【定 員】20名 【参加費】1,000円

※オンライン受講もあります。詳細はホームページでご確認下さい。

★参加ご希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座・イベントを延期又は中止する場合がございます。
最新情報等につきましては、当センターＨＰをご参照ください。【URL：https://snponet.net/】


