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法が成立してから今年で23年になります。コロナ禍で多くの方が苦境に立たされている今、NPOやボラン
ティア活動への関心が高まっています。今号では、4月24日(土)に開催した『NPO入門講座』と5月25日(火)
に開催した『NPOの組織運営講座』の内容と様子をお伝えします。

◆NPO入門講座 ～さあ！NPO活動をはじめましょう～
手塚 明美（てづか あけみ）氏：認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事長
１．広義のNPOとは？
NPOとは「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢
献活動を非営利で行う民間団体のことです。収益を得ることは認
められていますが、事業で得た利益は関係者の間で分配せずに、
次の社会貢献活動に充てます。
NPOは、社会の福祉のために活動するという一定の目的を持っ
た人たちが自由に集まった、自主的な非営利組織(アソシエーショ
ン)と言えます。右の「福祉トライアングルモデル」にあるように、
公的機関に近い活動をするNPO、経済活動も行いながら非営利活
動も行う事業型のNPO、地域や地縁の中で活動するNPOなど色々
なかたちがあります。
２．特定非営利活動法人(NPO法人)とは？
NPOのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した団体
がNPO法人です。団体が「権利能力の主体」となり、契約終結や土地の登記な
どの取引を行うことができます。NPO法人を設立するためには、会員を10名以
上有するなどの要件を満たし、定められた書類を所轄庁に申請し、縦覧・認証
を受けなければなりません。認証後、登記をすることにより成立し、法人とし
ての責任を持つことになります。設立するための費用はかかりませんが、毎年
事業報告を提出するなどの事務作業が必要となります。
法人としての決まりにとらわれず自由に活動したいのであれば、あえて法人
格をもつ必要はなく、任意のNPO団体として活動することも選択肢の一つです。
しかし、法人格を有しているほうが金融機関等への信用度が増し、事業の持続
性の確保や、代表の変更に伴う手続きなどが円滑に行われる利点があります。
3．なぜNPO法ができたのか？NPO法とは？
手塚氏
1990年ころになると、市民の価値観が多様化され、社会的課題への関心が高
（藤沢市民活動
まるようになり、市民が社会貢献活動をしやすい仕組み作りが必要となってき
推進機構 理事長）
ました。阪神淡路大震災に多くのボランティアが参加したことをきっかけに、
1998年に成立したのが「特定非営利活動促進法(NPO法)」です。特定の非営利
活動をしている団体に法人格を与えることによって、「市民が行う自由な社会
貢献活動」の健全な発展と促進、公益の増進に寄与することを目的としています。
４．信頼できるNPOになるために
NPOが社会のなかで信頼を獲得していくためには、設立理念のもとに社会的
課題の解決に向けてしっかり活動していくことが大切です。経営・運営の戦略
を立てるとともに、情報を公開して活動を多くの人に知らせ、理念を共有して
共感者や賛同者を増やしていくことが必要です。
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◆NPO組織運営講座 ～強いNPOになる秘訣～
手塚 明美（てづか あけみ）氏：（前掲）
現在のコロナ禍のような不測の事態下や、団体の人手不足や財政的困難に遭
遇した場合でも、多くのNPO団体は、ミッション・ヴィジョンといった”熱い思
い“から活動を続ける道を選びます。しかし、その団体の足腰が強くないと、メ
ンバーに負担がかかり、活動を続けるのが難しくなっていきます。そこで、強
いNPO、強い組織であることが求められます。
１．組織の目指すもの
まず団体として手掛けるべきことは、現状と目指す姿のギャップを
埋めることです。そのギャップを埋めるには”使える資源(人、モノ、
お金、情報)“の洗い出しをすることから始めます。NPOが活動するに
は、主軸となる考えを持って、常にメンバー間で意思疎通を図ってい
く必要があり、強い団体は、使える資源を豊富に持っています。
２．規約を見直す勇気を持つ
現状に沿っていない規約のもとでの活動では無理が出てきます。規約や定款
等をメンバーで見直す機会を持つことが、メンバーの役割を見直すことになり、
また、意識の共有化を図ることになり、組織を強くしていきます。
３．目的と行動の組織内共有
①なぜ始めたか ②何のために行動しているのか ③目的はどこにあるのか
④目標の立て方に問題はないか ⑤行動は適切か という５つのポイントを振り
返ることが重要です。それをするには、規約、会則、定款を再度確認すること
が有効です。規約にこの５つのポイントが含まれていることが望まれます。
４．財源の特徴と資金調達
NPOの財源には、会費、助成金、受託収入、事業収入、融資などがあります。
それぞれには長所短所があり、会費以外の収入を得るためには、専門性・継続
手塚氏
性・企画力が必要とされます。強いNPOであることが得られる財源の確保にも （藤沢市民活動
影響してきます。
推進機構 理事長）
５．活動に必要なものは
NPOへの実態調査で「団体内の問題点はなんですか？」との設問に対して“人
員関係”という回答が半数以上でした。また「団体活動に加わったきっかけはな
んですか？」との設問に対しては“研修・講座・イベント”という回答が半数を
占めていました。多くの人に参加してもらうには、その団体のありのままを情
報として公開し、知ってもらい、信頼を得ることが重要です。また、活動・イ
ベント情報だけでなく、活動報告書も団体の情報を開示する手段の一つであり、
団体への理解を拡大し、仲間が増え、組織が強くなっていくために大切です。
協力してもらったボランティアの人達に対して感謝を伝える、参加できなかっ
た人にも報告をするなどで団体への愛着が生まれます。団体内で慰安旅行や新
年会など活動とは別のお楽しみを共有することで、団体が活性化し、魅力ある
団体になることもあります。

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 芸術資源開発機構 》
”アートのチカラで、子どもも、おとなも、おとしよりも動きだす！”
ワークショップに参加するうち、だんだん好奇心がわいてきて、自分から語りはじめたり、踊りだしたり...そ
れを引き出すのは、アーティストや地域のボランティア。NPO法人 芸術資源開発機構（ARDA）は、様々な地
域で教育・福祉施設、美術館、音楽ホール等と協働し、アートコミュニティを作ってきました。
アートのチカラが何を変えるのか？ どんな取り組みをされているのか？ ご期待ください！

♪当センターで行われる「第144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7月8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：NPO法人芸術資源開発機構
参加費：無料
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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

新しい密（親♡密）さがし
～コロナに負けるな、未来を拓け、ソーシャル協働スタートアップで元気を創る！～
今年のNPOまつりは施設を活用したイベントの枠を飛び越え、よりダイナミックに新たな価値と活動を生み
出すチャンスの場として開催いたします。
日頃社会貢献活動に取り組む団体の皆様と、その活動を応援する様々なサポーター団体の取り組みをご紹介
するとともに、当センターがこれまで組み上げてきた「協働」活動の一端もご紹介する、約半年間にわたっ
て実施されるにぎやかなイベントです。優れた活動として表彰された団体には賞金10万円をご用意してい
ます！
【プログラム概要】
Ⅰ．告知・オリエンテーション
5月30日（日）～NPOまつりの開催告知・参加活動募集開始
6月13日（日）～プログラムの説明
Ⅱ．NPOチャレンジマラソンプロジェクト
7月4日（日）～11月30日（火）の約5か月間
各部門でのチャレンジ成功や課題解決に向けた取り組み、ＰＲ活動など
Ⅲ．成果発表会＆表彰会、最終日イベント
12月12日（日）～12月19日（日） 参加活動等の発表、表彰式など
【応募要件】
社会を良くするために尽力されている非営利の社会貢献団体
大賞 ※
→NPO活動団体、CSR活動企業、地域活動団体、ボランティア団体など
10万円
【申込方法】 6月27日（日） 出展申込〆切（仮申込も可能）
参加申込書（HPよりダウンロード）に必要事項をご記入の上、
※共催者による表彰です
hiroba@s-nponet.netまでお申し込みください。

NPOまつり
特設HP

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。

新宿区ウオーキング協会 第197回例会

まちぽっと ソーシャル・ジャスティス基金

「祝・オリンピックマラソンコース②」約10km
日 時：2021年7月13日（火） 受付：8:40～9:00
集 合：隅田公園（吾妻橋北）
（東京メトロ銀座線「浅草駅」出口5徒歩5分）
解 散：芝公園 12:00頃予定
（都営三田線「芝公園駅」都営大江戸線「赤羽橋駅」）
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
【TEL】 090-3217-4109
【FAX】 03-3208-3531

「SJFアドボカシーカフェ第71回」
日 時：2021年7月27日（火） 13:30～16:00
参加方法：オンライン
参加費：無料
定 員：50名
内 容：ジェンダーと民族が複合する差別
－在日コリアン女性自身による実態調査－
完全事前登録制 申込締切7月25日(日)
申 込：httpｓ://socialjustice.jp/20210727.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 【HP】 http://socialjustice.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

＜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7月25日(日)～8月31日(火）
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7月2日(金）
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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【学生団体とNPOの交流事業】

※この交流事業は
オンライン参加のみ
となります。

～学生の貧困、社会に根付く差別～
【日 時】7月3日（土） 14:00～16:30
【内 容】コロナ禍が続く社会において、不満や不安を話しづらい環境におかれ、社会から放置されてしまっている
感が強い学生。コロナを経験することによって表面化した、自分の悩み、困りごと、社会の課題について、どのよ
うに向き合うべきなのかを学生だけでなく、社会人を含めて多世代で交流することによって、何かコロナ後に明る
い未来を見据えられるヒントをみんなで考えます。
【共催】公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター
【参加費】無料 【定員】30名

【ワークショップ講座】

【初めての会計 ①.②】

～仕訳をマスターしよう～
～達人から学ぶ目的に応じたワークショップ～
【日 時】7月10日（土） 13:30～17:30
【日 時】① 7月20日（火）18:45～20:45
② 7月27日（火） 18:45～20:45
【内 容】ものづくり、研修の場など様々な場所でワーク
ショップがとり入れられています。参加者がディスカッ 【内 容】すべての経理の基本となるのが簿記であり、
ションや作業を経て新しいものを作りだしたり、問題を
その要が「仕訳」です。この講座では、会計の基礎で
ある仕訳のルールやポイントを学びます。
解決していくには、どのように進行していくのがよいの
でしょうか？実際に体験しながら、ノウハウを学びます。 ①仕訳のキソを学ぶ ②仕訳のチカラをつける
【講 師】小笠原 祐司氏
【講 師】田中 義幸 氏（NPO法人日本公会計支援協会
（NPO法人bond place 代表理事）
理事長 税理士・公認会計士）
【参加費】2,000円 【定 員】20名
【参加費】2,000円 各回1,000円
※この講座はオンライン受講のみとなります。
【会 場】501会議室 【定 員】20名（会場）
※オンライン受講もあります。
※受講はPC推奨です。
※オンライン申し込みの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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