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新宿NPO協働推進センター 広報誌

えぬぽっぷん

今年度も、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『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。

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、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

6/7(火) NPOのための法務講座
瀧口 徹 氏
(BLP-Network 副代表・弁護士)

6/16(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)

6/23(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)

◆参加しやすい時間設定
平日夜間(18:45～)及び土日の開催！

◆参加費1コマ1,000円
社会貢献活動を応援するため、参加し
やすい価格に設定。

◆新宿区以外の方も参加可能
どなたでも、どこからでも参加可能！

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
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！

◆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、
開始1時間前までPeatixで申込可能！

詳しくはホームページ をご覧ください。

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。

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！

開催日 講座名(内容) 講 師

5/17(火) 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)

5/24(火) NPO設立手続き講座
瀧口 徹 氏
(BLP-Network 副代表・弁護士)

5/31(火) 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 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POPなNEWS（話題）をお伝えします！

《会場参加用》

《オンライン参加用》

【申込フォーム】

ＮPO入門

コンプライアンス

今年度もＮPOのための「実践講座」始まりました！
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NPO活動に的を絞ったマーケティングの考え方、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。

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！

開催日 講座名（内容） 講 師

10/20(木) マーケティング講座
小谷 恵子 氏
(明海大学経済学部講師)

10/25(火) ソーシャルビジネス講座 日本政策金融公庫

※講座の内容・講師等は2022年4月現在のものです。予告なく変更になる場合がありますのでWebやチラシ等でご確認ください。

NPOの運営上で必要なのは活動資金の確保です。ただし、単に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。

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

4/16(土) 助成金獲得講座（開催済）
武藤 良太 氏
(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)

8/23(火) ファンドレイジング講座
塚本 いづみ 氏 (フリーランスファンド
レーザー・日本ファンドレイジング協
会 大学チャプター事務局長)

8/30(火) クラウドファンディング講座 齋藤 智美 氏 (READYFOR株式会社）

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。

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！

開催日 講座名（内容） 講 師

7/19(火)26(火) 会計入門講座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)9/16(金)20(火)
9/27(火)30(金)

会計講座①②③④
～日常の記入から決算まで～

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、活動を推進するためのスキルアップ講座を、多岐にわたり開催し
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

11/18(金)
11/25(金)

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)

12/3(土) 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 代表)

1/19(木)
2/2(木)

PR視点のコミュニケーション講座
①②

天野 渉 氏
(株式会社オルトプラス エヴァンジェリ
スト)

2/18(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)

資金調達

会計

事業企画

スキルアップ
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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：2022年6月25日(土)～7月31日(日）

◆募集締切：2022年5月25日(水）

◆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。

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。

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤

♪当センターで行われる「第155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：2022年6月9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 PEACE 理事長 マリップ･セン･ブ 氏
参加費：無料

日本アマチュア演奏家協会

「サン=サーンス没後100周年メインコンサート」

日 時：2022年5月28日(土)

開場 14：00

開演 第1部 14:15～ 第2部 17:00～

会 場：五反田文化センター音楽ホール

入 場：無料

聴 購：プログラムなどHPで要確認

問合せ：日本アマチュア演奏家協会

【Email】 info@apa-music.org 

【HP】 https://apa-music.org

介護者サポートネットワークセンター・アラジン

「息子サロン」

日 時：2022年6月4日(土) 13:30～15:30

参加費：無料 参加方法：オンライン(Zoom)

対 象：主に親を介護している男性

内 容：息子ならではの様々な気持ちを語り合い

情報を交換しあう、仲間との出会い場

申 込：HPの申込みページから

問合せ：介護者サポートネットワークセンター・アラジン

【電話】03-5368-1955【FAX】03-5368-1956

【HP】http://arajin-care.net/

《 NPO法人 PEACE 》
日本で暮らすミャンマーの人たちが安心して生活していくために

日本で暮らすミャンマーの人たちが、安定して就学し、生活していくために必要な｢成人に向けた日本語教育｣
や｢子どもへのミャンマー語教育｣など教育事業を中心に活動しています。日本社会に貢献し、ミャンマー文化を
発信し、海外に暮らすミャンマー少数民族の友好を深めていくために、人材育成、多文化共生社会の推進、在日
ミャンマーコミュニティの支援等について取り組んでいます。

日本TA協会

「絆：きずなと結びつき、つながり、競争、そして協力」

日 時: (1日目)2022年6月18日(土) 10:00～17:30

(2日目)2022年6月19日(日) 10:00～16:00

参加方法：オンライン

参加費：会員3,000円、非会員8,000円、学生1,000円

内 容：第34回大会キース・デューダ―、レイ・フーパーの

基調講演、ワークショップ 他

申 込： HPの申込みフォームから

問合せ：日本TA協会

【電話】03-6822-2743 【HP】 https://taaj.or.jp

ロータリーの会

「高田馬場駅前ロータリー広場 清掃ボランティア」

日 時：2022年5月～6月

毎週月曜日～木曜日 8:00～8:30頃迄

毎週金曜日 23:00～23:30頃迄

5月14日(土)・6月25日(土)10:00～11:30頃迄

集 合：高田馬場駅前ロータリー広場

参加費：無料(汚れても良い服装でご参加ください) 

問合せ：ロータリーの会

【Email】rotary.waseda1920@gmail.com

【HP】https://www.rotary-waseda.com/

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
後援：新宿区

センター利用団体のイベント等の情報

https://snponet.net/
mailto:hiroba@s-nponet.net
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※オンライン受講もあります。詳細はHPにてご確認ください

★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症拡大防止のため、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/】

【申込フォーム】

【NPOのための法務講座】
~｢知らなかった｣では済まされない！NPOが知っておくべき法律の知識~ 

【日 時】6月7日(火) 18:45～20:45

【内 容】NPO法人を設立・運営していくための基本的な法律であるNPO法をはじめ、活動を行う上で知って
おくべき労働法や知的財産権、契約締結上の留意点など、NPO立ち上げの経験のある弁護士がわか
りやすく解説します。

【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

【会場定員】20名 【参加費】1,000円(資料代等)

【NPOのための労務管理講座】

~労働法令や公的保険制度について~
【日 時】6月16日(木) 18:45～20:45

【内 容】労務管理に関わる労働法令や社会保険、労働保

険などの公的保険についての知識を習得し、N

POで働く人の労働契約や労務管理ついて学びま

す。

【講 師】後藤 勝 氏

(特定社会保険労務士・第一種衛生管理者)

【会 場】当センター 501会議室

【会場定員】20名 【参加費】1,000円(資料代等)

【個人情報管理講座】

~取扱者としての正しい管理と運営方法~
【日 時】6月23日(木) 18:45～20:45

【内 容】個人情報管理義務の対象であるNPOに求めら

れている、個人情報保護に関する考え方や責

任体制、取扱いに関する安全管理対応など、

適切な管理・運営の仕方を学びます。

【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)

【会 場】当センター 501会議室

【会場定員】20名 【参加費】1,000円(資料代等)

センターからのお知らせ

《オンライン参加用》 《会場参加用》


