新宿NPO協働推進センター

広報誌

えぬぽっぷん
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。

NPOと企業がより良い関係で協働することが、社会課題の解決を促進させます。今号では10月23日に開催した
「NPOと企業の交流会」の内容と様子をご紹介します。それぞれがどのようなスタンスで社会貢献をとらえて
いるか等、実際に協働を行っているNPOと企業の方に実践内容をご紹介していただきました。

◆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
経営実践研究会は、“持続可能な社会をつくるために、企業は何ができるの
か” をテーマに中小企業が中心となって活動しています。
現在、世界には様々な社会課題がたくさんありますが、これらの多くは企業
が生み出しています。そして、その課題解決に向けてNPOや地域社会が取り組
んでいますが、本来は企業が取り組むべきです。今まで企業は顧客のみを見て
いればよかったのですが、これからは、地球環境や地域社会などにも目を向け、
NPOや社会活動を行っている人々と一緒に協力して社会課題解決に向けた活動
を行うことが必要になります。

及川氏
（経営実践研究会）

◆協働事例紹介①「親子で楽しむクラシック みんなのことばBXホールシリーズ」
渡邊 悠子（わたなべ ゆうこ）氏：NPO法人みんなのことば 代表理事
小池 愛（こいけ あい）氏：文化シヤッター株式会社 CSR統括部 課長
みんなのことばは、“音楽で子どもの心を育てる” NPO法人です。感性が一
番育つ6歳までの子どもを対象に、五感で体感できる参加型クラシックプログ
ラムを通して豊かな感性と心を育てる活動をしています。2009年に設立され、
プロの音楽家達が幼稚園や保育園を訪問してコンサートやワークショップを
行っています。
文化シヤッターは各種シャッターやビル用建材の製造販売などを行っていま
す。社名に “文化” とつくように、文化の発展に貢献し、社会に役立つ企業と
なる事を目指しています。本社ビルには、地域の方が参加できる場を提供した
いと190名以上を収容できるホールがあります。
みんなのことばの “誰でも参加できる団体主催のコンサートを定期的にでき
る場が欲しい” という希望と、文化シヤッターの ”地域に貢献できるCSRをし
たい” という希望を持つ両者が、文京区の地域連携ステーション フミコムを
通して出会い、「親子で楽しむクラシック」を協働することになりました。
2017年から昨年までに8回のコンサートを実施し、「みんな
のクリスマスコンサート」、東京大学天文学の先生に協力を得
た「宇宙と音楽のコンサート」等、毎回キャンセル待ちが出る
ほどの人気です。一般に企業のCSRというとお金と人を出して
口は出さず、活動は団体に任せるというイメージもあるようで
すが、このシリーズではコンサートの後に必ず話し合い、希望
をぶつけ合い、一緒に事業を作り上げてきました。子ども達が
成長していく拠点となれることをとてもうれしく思い、長い目
を持ってプロジェクトを育てていくことが大切と考えています。

渡邊氏
（みんなのことば）

小池氏
（文化シヤッター）

みんなのコンサートの様子
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◆協働事例紹介②「大空への翼」プロジェクト
永岡 鉄平（ながおか てっぺい）氏：NPO法人フェアスタートサポート 代表理事
穂坂 光紀（ほさか みつのり）氏：税理士法人エンパワージャパン 代表税理士

フェアスタートサポートは、児童養護施設（以下施設）で生活をしている子
ども達の就労支援を行っているNPO法人です。
施設で生活している子ども達は18歳（高校卒業時）になると、施設を出て
いかなければなりません。この時、進路として進学又は就職を選択しますが
70％の子ども達は就職を選択します。就職を希望する子ども達はおおむね正
社員として採用されますが、1年間で50％の子ども達が就職先を辞めてしまい
ます。その原因としては、就職先のことをよく知らずに就職することや、つま
ずいた時にサポートしてくれる人がいないことなどが挙げられます。
施設での子ども達への就労支援は十分ではないため、永岡氏は企業と協働で
就労支援活動を行うことを考えました。多くの企業が定期的に施設を訪れて、
子ども達と交流を深めることにより、子ども達が自分のやりたい仕事を見つけ、
永岡氏
しっかりとした目標を持って社会に出ることができるようになります。一方、
（フェアスタートサポート）
若い労働力を求める中小企業も、子ども達のことを良く知ることができ、気に
入った子どもをスカウトできるなど双方にメリットがあります。
エンパワージャパンは中小企業に専門特化した税理士事務所です。特に財務
支援に力を入れ、強い企業を作ることをテーマとしています。
穂坂氏は、3年前、永岡氏の取り組みを聞いて共感し、一緒に施設にいる子
ども達に顧問先の企業を紹介する活動を始めました。エンパワージャパンの顧
問先には多種、多様な企業があります。その顧問先の企業が施設を訪れ、自社
のことを紹介することにより、子ども達がその企業のことを良く知り、企業も
子ども達のことを知ることができます。この活動により、子ども達と就職先の
ミスマッチが減っていき、離職する子ども達も少なくなっていくことが期待で
穂坂氏
きます。
エンパワージャパンは、この活動を通して第1期生を今年の4月に採用しま （エンパワージャパン）
した。また、第2期生も来年の4月に採用予定です。今後もこの活動を推進し、
企業と施設の子ども達を結び付けていきたいと考えています。

◆トークセッション
Q：企業とNPOが協働するために必要なことは？
渡邊氏：NPO側も企業の理念や想いを把握した上で一緒に出来ることを議論し、
互いの良い部分を活かして価値を生み出す姿勢を持たないと継続できる事業は
できないと思います。
永岡氏：NPOの中には、自分たちの活動等に関して外部から意見を言われたく
ないと感じる団体もいます。しかし、企業やプロボノ等の外部の人と協力して
いくためには、外部の意見に対して否定的に捉えるのではなく、そういう面も
あるのかと物事の捉え方を変え、互いに議論し、事業を進めていく必要があり
トークセッションの
様子①
ます。
小池氏：NPOの団体の方から一緒にやりたいと嬉しい問い合わせを頂くのです
が、なぜ弊社を選んだのかと伺うと回答が出ない団体もいます。企業も社会の
ために何か還元したいという想いがあり、みんなのことばさんのように一緒に
事業を育てたい気持ちがある団体とは継続的な関係が出来ています。
Q：最初の一歩（良い出会い）をつくるためには？
渡邊氏：自分たちの活動で必要なことをいろいろな人に伝えて相談してみるこ
とです。今回の事例では、フミコムの知り合いのスタッフの方に地域で活動す
るためにこういった場で事業をしたいと話をしたら、小池さんをご紹介してく
れたように、色々な人に相談することで繋げてくれるチャンスがあります。
穂坂氏：営利企業と非営利組織は目的等が違う方向ですが、解決したい課題は
あります。私の場合、将来を担う子ども達へ何かしたいという想いがあります。 トークセッションの
多くの中小企業は若手の人材不足が課題としてあります。永岡さんと経営実践
様子②
研究会で出会い、児童養護施設の現状等を教えてもらい、個人としても企業と
してもNPOと共通課題が一致し、プロジェクトを実現することが出来ました。
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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。
日本ナルコレプシー協会

「なるこ会17回定期総会講演会」
日 時：2020年11月23日（月・祝） 13:00～16:30
場 所：オンライン
参加費：無料
対 象：過眠に悩む方及び身近に過眠で悩む人が居る方
申 込：https://forms.gle/t6xjJ8rxDv4dxYyGA
問合せ・申込：日本ナルコレプシー協会 なるこ会事務局
【電話・FAX】 047-718-1858
【Email】 npo.narukokai@gmail.com
【HP】 https://narukokai.or.jp/index.html
日本セクシュアルマイノリティ協会

「EESa!虹の架け橋クラブ」
日 時：2020年12月10日（木） 1７:00～19:00
場 所：日本セクシュアルマイノリティ協会
(千代田区神田駿河台3-1-8 9292ビル )
参加費：5,000円（クラブ会員無料）
定 員：6名
締 切：12月9日(水)
対象者：仕事・新規事業を通じて、セクシャルマイノリティ
を取り巻く環境の改善や、社会貢献をしたい方
申込：https://npojlga.or.jp/event/list/detail_niji202012.html
問合せ：日本セクシュアルマイノリティ協会
【HP】 https://npojlga.or.jp/
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

建築ネットワークセンター
2020年度 マンション連続講座 3回目

「給排水管の更生・更新工事のポイント」
日 時：2020年12月9日（水） 18:15～20:30
場 所：建築ネットワークセンター事務所
(新宿区早稲田74 鱒渕ビル301)
参加費：一般500円 会員300円
事前申し込み必要
問合せ・申込：建築ネットワークセンター
【電話】 03-6457-3178 【Email】 kenchiku@d2.dion.ne.jp
【HP】 http://www.kenchikunet.org/access.html
えがおさんさん 出版記念シンポジウム

「語ろう!当事者の”地域で生きる”」
日 時：2020年12月6日（日） 13:00～
場 所：新宿NPO協働推進センター （オンライン配信あり）
(新宿区高田馬場4-36-12)
参加費：無料
会場参加は定員あり
参加者対象：障がいのあるお子さんとご家族、支援者
障がい福祉に興味のある方
申 込：https://forms.gle/8NsTyczcZgjXyddV8
問合せ・申込：えがおさんさん
【Email】 info@egaosunsun.com 【TEL】 03-3209-8668

＜イベント情報/ボランティア募集など＞
◆対象期間：2020年12月25日(金)～1月31日(日）
◆募集締切：2020年12月5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。

【応援団体とNPOの交流事業】
【日 時】2020年 12月19日（土） 13:30～16:00
【内 容】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。どのような応援の形があるのか、応援団体の方に実践的な活
動を紹介いただき、参加者の皆さんと繋がる場を開催します！
【プログラム】＜活動紹介＞ ◆認定NPO法人会計税務専門家ネットワーク
◆認定NPO法人日本NPOセンター
◆第一勧業信用組合
＜トークセッション＞
【会 場】当センター 501会議室
【定 員】20名
【参加費】500円
※オンライン（参加費1,000円）で聴講もできます。詳細は、当センターホームページ
（https://snponet.net）でご確認ください。
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【会計入門講座 ①.②】

【NPO設立手続き講座】

【日 時】① 12月 1日（火）18:45～20:45
【日 時】１2月 12日（土） 13:00～15:00
② 12月 5日（土）13:00～15:00
【内 容】法人設立に必要な基本事項を決定から認証決定
【内 容】すべての経理の基本となるのが簿記であり、 後の官公署への届け出までの手続きについて学びます。
その要が「仕訳」です。さまざまなルールや覚えて 【講 師】瀧口 徹 氏
おくべき勘定科目があるため、複雑なイメージがあ （BLP-Network 副代表 弁護士）
りますが、この講座では、仕訳のルールやポイント 【参加費】1,000円
を学びます。
【NPOのための法務講座】
①仕訳のキソを学ぶ
【日 時】１2月 12日（土） 15:30～17:30
②仕訳のチカラをつける
【内 容】NPO法ならび活動運営上知っておくべき法律
【講 師】田中 義幸 氏
について学びます。
（NPO法人日本公会計支援協会 理事長 税理士・
【講 師】瀧口 徹 氏
公認会計士）
（BLP-Network 副代表 弁護士）
【参加費】2,000円 各回1,000円
【参加費】1,000円

【個人情報管理講座】
【日 時】12月 3日（木） 18:45～20:45
【内 容】情報化社会において、注意すべき事として
情報の漏洩・流出があります。そのような事がない
ようにするために適切な管理・運営を学びます。
【講 師】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）
【参加費】1,000円

【非営利団体のマーケティング講座】
【日 時】１2月 17日（木） 18:45～20:45
【内 容】世の中のニーズを捉えて事業を組み立てるマー
ケティングの手法を学びます。
【講 師】小谷 恵子 氏
（明海大学 経済学部 講師）
【参加費】1,000円

★会場はいずれも当センター501会議室です。※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ください。
★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/】
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