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。

4月から今年度の、NPOや社会貢献活動をされている方、興味のある方に役立つ30講座『新宿NPO活動基礎講
座』を開催します。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。

新宿NPO協働推進センターの講座にはこのような特長があります。
◆NPOに適した内容
◆参加しやすい時間設定
NPOや社会貢献活動に精通した講師陣が、
平日夜間(18:45～)や土日の開催！
活動に必要な知識やスキルを、わかりや 会場参加用
◆参加費1コマ1,000円
申込フォーム
すく、ポイントを絞って解説！
社会貢献活動を応援するため、新宿区・
センターからの補助で参加しやすい価格 ◆会場とオンラインのどちらでも参加可能
オンラインはZoomを利用、
を実現！
開始1時間前までPeatixで申込可能！
◆新宿区以外の方も参加可能
オンライン参加用
申込フォーム
どなたでも、どこからでも参加可能！
詳しくはホームページ
をご覧ください。

NPOの立ち上げを考えている方も、改めて学び直したい方にもおススメ！
NPOとはそもそもどのようなものなのか、NPOに関する基礎知識をわかりやすく学び、その団体に
合った法人設立や運営について学びます。また、活動成果を確実にあげていくための、適切な組織運営
についてもお話しを伺います。
開催日

講座名(内容）

講 師

4/24(土)

NPO入門講座

手塚 明美 氏
(認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長）

5/18(火)第1回※
11/25(木)第2回※

NPO設立手続き講座

瀧口 徹 氏
(BLP-Network 副代表・弁護士)

5/25(火)第1回 ※
12/2(木)第2回※

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）

（※第1回・第2回とも、内容は同じです。）

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、法律を守ることは必須で確実に遵守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盛り込みながら、丁寧に解説していただきます。
開催日

講座名(内容）

講 師

6/3(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)

6/15(火)

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)

6/22(火)

NPOのための法務講座

瀧口 徹 氏
(BLP-Network 副代表・弁護士)
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自分の団体にあった資金調達方法を探そう！
NPOの運営上で重要な要素が資金の確保です。ただし、ただ集めるというのではなく、活動の何に必要
でどう使うかがポイントです。自団体の現状に合った資金調達方法を考えてみましょう。
開催日

講座名(内容）

講 師
武藤 良太氏

4/25(日)

助成金獲得講座

8/4日(水),11(水)

ファンドレイジング講座①②

間辺 初夏 氏
(フリーランス認定ファンドレイザー)

8/26(木)

クラウドファンディング講座

株式会社GoodMorning

(公益財団法人 トヨタ財団
プログラムオフィサー 国内助成グループ)

入門から決算まで！ やさしく学んで正しい会計報告を目指そう！
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。会計と仕訳の基礎を
学ぶ「入門編」と、スムーズな決算を目指す「決算まで編」を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。
開催日

講座名(内容）

7/20(火),27(火)

会計入門講座①②

9/17(金),21(火),
24(金),28(火)

会計講座①②③④
～日常の記入から決算まで～

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)

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！
NPO活動に的を絞ったマーケティングの考え方、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、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
スとその手法について学びます。
開催日

講座名(内容）

講 師

10/6(水)

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）

10/16(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)

10/26(火）

ソーシャルビジネス講座

日本政策金融公庫

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！
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HP、SNS等を活用した広報等、活動を促進するために役立つスキルアップ講座を、多岐に
わたり開催します。
開催日
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講座名(内容）

講 師

7/10(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(日)

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)

1/27(木)
2/3(木)

PR視点のコミュニケーション講座
①②

天野 渉 氏
(株式会社ベクトル PRプロデューサー )

2/19(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
ガバナンス研究科長・教授)

※ 講座の内容・講師等は2021年4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団体を紹介します✤
《 NPO法人 こつこつ 》
“障害があっても想いを伝えられる社会へ”
NPO法人こつこつは、障害があり話すことが難しい人でも、適切な支援を得てそれぞれの想いを表現し、
その人らしく充実した人生を送れる社会を目指して活動を行っています。主な活動としては、生涯学習事業、
習得・活用事業、普及啓発事業、交流事業、相談事業、サポーター事業、などを行っています。

♪当センターで行われる「第142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：2021年5月13日（木）18時45分～20時45分
※是非ご参加ください。
参加方法：オンライン（詳細はhttps://snponet.net
語り手：認定NPO法人 こつこつ
参加費：無料

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等に掲載されているものを紹介しています。コロナ禍のためイベントが延期や中止になるこ
とも考えられますので、詳細については各団体にお問い合わせください。

多言語多読

「オンライン シャドーイング講座」6回
日 時：2021年5月8日、5月22日、6月5日、6月19日
7月3日、7月17日 隔週（土）
13:30～15:00
参加方法：オンライン（Zoomを使用）
参加費：会員 22,275円 非会員24,750円
定 員：6名 申 込：HP申込ページから
問合せ・申込：多言語多読
【電話・FAX】 03-6279-3973
【Email】 tadokuorg@gmail.com 【HP】 https://tadoku.org

新宿区ウオーキング協会 第195回例会

「大江戸線一周ウォ－ク②」約12km
日 時：2021年5月11日（火） 受付：8:40～9:00
集 合：新宿中央公園水の広場
(都営大江戸線「都庁前駅」)
解 散：都営大江戸線光が丘駅前12:30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

読み書き配慮

「アジア太平洋ディスレクシア・フォーラム2020」
日 時：2021年5月8日（土） 10:00～17:30
5月9日（日） 9:00～18:00
開催形態：会場参加 ：岡山コンベンションセンター
オンライン：インターネットでのライブ配信
参加費：一般 6,000円 小学4年生から大学生 3,000円
小学3年生以下 無料
申 込：HP申込ページから
問合せ：読み書き配慮
【TEL】 03-5937-3870 【Email】 support@yomikaki.or.jp
【HP】 https://yomikaki.or.jp/apdf2020_okayama202105/
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

新宿子ども劇場

鑑賞会「かあちゃんの取扱説明書」
日 時：2021年5月15日（土） 開場13：30 開演14:00
場 所：四谷区民ホール （新宿区内藤町87）
参加費：一般2,500円（3歳以上）
会員 月会費での定期鑑賞会
定 員：200名（全席指定）
問合せ・申込：あそびと文化のNPO新宿子ども劇場
【TEL】 03-5261-8696
【HP】 https://kodomogekijo.net/wp/
【Email】 shinjukukodomo123@gmail.com
＜イベント情報/ボランティア募集など＞

新宿 区を拠点 に行われ ている地域活 動や社会 貢献 活動 、 ◆対象期間：2021年5月25日(火)～6月30日(水）
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

◆募集締切：202１年5月5日(水）

め、発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集していま ◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体
す。（登録料は無料です）
◆掲載件数：最大5件（1団体1件まで掲載できます。応
URL：http://shinjuku.genki365.net/

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

問合せ：新宿区地域振興部

ト・登録団体のイベントを優先させていただきます。）

地域コミュニティ課
【電話】 03-5273-3872
【FAX】 03-3209-7455

◆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設立手続き講座】
2時間でわかるNPO法人の作り方 ～定款作成から設立登記まで～
【日 時】5月18日（火） 18:45～20:45
【内 容】民間による社会貢献活動組織であるNPOは任意な団体、法人格をもった団体などいくつかに
分類されます。組織である以上いずれも運営のルールづくりや法令遵守は不可欠ですが、なかでもNPO
法人は、NPO法への対応が必須となります。本講座では、ありがちな誤解や疎かにしがちな決まり事など
公益性が高いNPO法人ならではの注意点に焦点をあてながら、適切な法人設立や運営等について学びます。
◆NPOの活動と法人格 ◆NPO法人設立のための具体的な手続き ◆NPO法人の運営 等
【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

【NPO組織運営講座】
強いNPOになる秘訣！ ～数多くの団体を見てきた講師が伝授します！～
【日 時】5月25日（火） 18:45～20:45
【内 容】社会や身近な困りごとを解決しようという強い思いからNPO活動は始まります。しかし、個人的
なボランティアとは異なるのが、組織を母体としてミッションに立ち向かう民間非営利団体としてのNPO。
その運営には外してはいけない重要なポイントがあります。本講座では、適正、適切、効率的で、共感を
生み出すNPOの組織運営について分かりやすく学びます。
◆組織のマネジメント ◆ロジックモデルを使って事業目標を確認 ◆企画の作成に必要なアイディア 等
【講 師】手塚 明美氏（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長）
【会 場】当センター 501会議室
【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ください。
★会場参加定員はいずれも20名です。
★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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