新宿NPO協働推進センター

広報誌

えぬぽっぷん
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ポップな話題をお伝えします！

第７回 ＮＰＯまつり
in新宿２０１９
２０１9年 ５月19日（日）
１０：００～１6：００
体験、販売、相談…身近な社会貢献を知り、
誰もが社会につながる一歩をふみだせるイベントです！
『第7回NPOまつりin新宿2019～楽しく体験!! ステキな発見～』は、市民の皆様にNPOや社会貢献活動を
紹介する、年１回の大イベント。社会貢献団体の活動体験コーナーやワークショップ、スタンプラリーなど、
大人にも子どもにも楽しいプログラム盛りだくさんでお待ちしています。特に今年は、目玉企画の大交流会、
資金調達や手続き等のお悩み相談など、ご来場される社会貢献団体の皆様に役立つ企画をご用意しました！
毎年恒例の模擬店も、綿菓子、焼きそば、カフェコーナーなどでお待ちしています。ぜひご来場ください！

大交流会開催！ NPOも、支援企業も、ボランティアも全員参加！
15時になったら、イベントスペースへGO! ご来場の皆さまはもちろん、出展団体やスタッフ、ボランティア
も参加します！みんなで交流を深め、社会がちょっとよくなるきっかけをつくりましょう！（参加費100円）

NPO相談室

ソーシャルビジネス相談会

会議室棟4Fフリースペースにお悩み相談室開設！
資金のこと、事業計画のこと、…お気軽にどうぞ。

新宿ソーシャルビジネス支援ネットワークのメン
バーによる相談会です。

西武信用金庫
公益財団法人お金をまわそう基金
認定NPO法人シーズ・市民活動を
支える制度をつくる会

10:15～11:45
12:00～14:30

第一勧業信用組合

10:00～12:00

東京都行政書士会新宿支部

12:00～14:00

10:00～14:30

日本政策金融公庫

14:00～15:00

このほか体験型展示ブースの詳細は次ページへ続きます！

Check it out!
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社会のために、環境のために、子どもたちのために…
何かしたい、ちょっと気になる、あなたの気持ちを応援します！
◆多目的室棟：NPO体験ブース、イベントスペースはこちらです！
場所

2F
多目的室

タイトル

団体名

【施設外プログラム】

発電自転車体験して、エネルギーを知ろう！

環境ベテランズファーム

シニアの充実した生きがいを目指した諸活動

ワールドステイクラブ

住宅・マンション「なんでも無料相談会」

建築ネットワークセンター

心理テストからライフスタイルを考える

健康心理教育実践センター

神田川を歩いて、NPOまつりに参加しよう *

新宿区ウオーキング協会

草笛を吹いてみよう！葉っぱで笛作り！

森とでんえん倶楽部

（※事前申込不要）

やさしい絵本から始める英語多読体験会 *

NPO多言語多読

団体：新宿区ウオーキング協会

手づくりカード＆ココナッツ雑貨の販売 *

アクセス

電話：090-3217-4109

アフリカ・ウガンダの手作り小物の販売 *

コンフロントワールド

歩いてNPOまつりに
参加しよう！*
集合：新宿中央公園水の広場
（西新宿2-11）に 9:30
費用：400円

自己肯定感をupさせるワーク体験会 & やさしい
環健ネットワーク
PCレッスン
日本政策金融公庫、第一勧業信用組合、東京都 ★新宿ソーシャルビジネス
行政書士会による相談コーナー
支援ネットワーク

1F多目的室

イベントスペース、パネル展示、大交流会*

新宿NPOネットワーク協議会

ぼくらのことば～遊んで学んで笑顔になって！～

ことば

チャレンジ！ プログラミング体験

CoderDojo 高田馬場

◆会議室棟：カフェコーナー、カウンセリング、相談室
場所

タイトル
ワイルドフラワーで器も作る花かご作り *

多目的室棟

香りを身近に感じてみよう！アロマ体験会！ *
501 世界で一番簡単で一番輝く癒し系アート パステル
シャインアート® *

会議室棟

401

団体名
フラワーセラピー研究会
ホリスティックアロマセラピー協会
癒しの空間「きらきらハート♡」

春色ネイルでお爪のオシャレ！しませんか？ *

福祉ネイル

地域猫対策で成功！のら猫ゼロの町（バザー）*

戸塚町四丁目南町会

地域猫対策７年めの区立公園、今では？！ *

葛ヶ谷公園サポーター地域猫班

まりそるの焼きたてパン・焼き菓子販売 *

新宿区高田馬福祉作業所

新宿NPOネットワーク協議会
4F 焼きたてワッフル販売 *
フリー 西武信用金庫、認定NPO法人シーズ・市民活動を
支える制度をつくる会、公益財団法人お金をまわそ ★NPO相談会
う基金 による相談コーナー
102 みんなで作るみんなの居場所トライアングル *
ラッキーカラー相談とアートカード体験
101 世界でたった一人の私らしさをみつけよう！ *
こころの健康を守る方法教えます＆悩み相談

いきいきトライアングル
日本カラーアートセラピー協会
ファミリーカウンセリングサービス
ON WISH
EAPメンタルヘルスカウンセリング協会

◆グランド：焼きそば、フランク、お飲み物など
タイトル
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団体名

グラウンドゴルフ体験

新宿NPOネットワーク協議会

模擬店（焼きそば、ポップコーン、飲料など） *

新宿NPOネットワーク協議会

*印 は有料プログラムまたは販売があります。★は社会貢献団体向けの相談コーナーです。団体・出展内容等がやむを得ず変更と
なった場合はご容赦ください。

✤ちょっと気になるNPOを紹介します✤
《 認定NPO法人国境なき子どもたち 》
“国境を越えてすべての子どもに教育と友情を！！”
認定NPO法人国境なき子どもたちは、世界中の子どもたちが教育を受けることができ、
お互いに友情を育み、成長し、夢を描ける社会の実現を目的に活動しています。これまで
日本も含めた15ヵ国でストリートチルドレン、人身売買、東日本大震災等で被害にあった
9万人以上の子どもと途上国にいる青少年たちに教育支援を行ってきました。
2019年 5月 9日（木）18時45分～20時45分 当センターで行われる「市民とNPOの交流
サロン」にご登壇いただきます。関心のある方は是非ご参加ください。
場 所：当センター4階 401会議室
語り手：認定NPO法人国境なき子どもたち
参加費：1,000円

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。
国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

粋なまちづくり俱楽部

「第59期ボランティア養成基礎研修 研修説明会」

「神楽坂まち舞台 大江戸めぐり2019」

日時：2019年5月8日(水)、10日(金) 19:00～21:00
場所：東京自殺防止センター (新宿区大久保3-10-1）
参加条件：原則として20歳以上で心身ともに健康な方。
国際ビフレンダーズが定める認定研修および所定の実習訓
練に参加できる方。
研修期間：2019年5月15日(水)～7月31日(水)
問合せ：国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター
【電話】 03-3207-5040(10:00～17:30/平日）
【FAX】 03-3207-5098

日時：2019年5月11日(土) 15:00～宵祭
2019年5月12日(日) 11:30～本祭
場所：神楽坂 (新宿区神楽坂)
店めぐり・伝統芸能ライブなど
参加費：各催しによって異なります。
詳しくは公式ウェブサイト https://kaguramachi.jp/
をご覧ください。
主催：粋なまちづくり俱楽部・アーツカウンシル東京

最終処分場技術システム研究協会

新宿NPOネットワーク協議会

「NPO・LSA第48回技術セミナー」
テーマ「ポスト3.11の放射性廃棄物処分工学」

「神楽坂 坂上サロン～パソコンサロン」

日時：2019年5月21日(火) 16:30～18:30
場所：新宿NPO協働推進センター 501会議室
（新宿区高田馬場4-36-12）
参加費：2,000円 (どなたでも自由参加 先着60名)
申込：氏名、所属、連絡先(電話番号、Emailアドレス）を事務
所へメール 【Email】office@npo-lsa.jp
問合せ：NPO・LSA事務局
【電話】 03-3280-5970 【FAX】 03-3280-5973

＜イベント情報掲載募集＞
◆対象期間：2019年6月1日（土）～6月30日（日）

日時：2019月5月14日、28日（火） 11:00～13:00
場所：高齢者福祉施設 神楽坂
（新宿区矢来町104）
参加費：月額2,000円
定員：14名 （事前申込必要）
※パソコンをご持参下さい。（貸し出し 1回200円）
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

◆募集締切：2019年5月4日（土）

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

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体

め、発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集していま

◆掲載件数：最大5件（1団体1件まで掲載できます。応

す。（登録料は無料です）

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

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

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。
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【労務管理講座】
～忘れちゃいけない！労務管理～
【日 時】5月24日（金） 18:45～20:45
【内 容】人を雇う場合、一般の企業でもNPOでも労務管理が必要です。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、NPOで働く人の労働契約について、また、労務管理をどのよ
うに進めていったらよいかを学びます。
◆年５日の年次有給休暇の確実な取得、労働時間の上限規制について ◆法令上整備すべきもの
◆社会・労働保険等の公的保険制度との関連 など
【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
【参加費】1,000円

【個人情報管理講座】
～いざという時に備える個人情報管理～
【日 時】5月30日（木） 18:45～20:45
【内 容】今日の情報化社会においては、情報の伝達・拡散が容易になった反面、大事な情報の漏えい・流出と
いう危険とも隣り合わせです。NPOも事業者として個人情報保護法の対象です。個人情報を取り扱う事業
者として社会的責任・義務を果たすために、適切な管理・運営を学びましょう。
◆個人情報保護のしくみ ◆個人情報の安全管理 ◆個人情報の取り扱いの基本原則
◆問題が発生したら など
【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
【参加費】1,000円

★参加希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記問い合わせへご連絡下さい。
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