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！

NPOが社会問題の解決に取り組む上で、企業との協働による新たな力を生みだすことが期待されています。
今号では、9月13日に開催した新宿NPO活動交流事業『NPOと企業の交流会』の内容を紹介します。

◆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、本業を通じて社会課題の解決にチャレンジしています。
また、持続可能な社会を創るために、学び、実践し、その取り組みを拡げる
活動を行っています。昨今、環境汚染や貧困、人口減少等への社会問題に対
して消費者の関心は高まっています。企業には、消費者と社会貢献活動をつ
なぐ役割が求められています。その際、企業単体で行うのではなく、共通の
社会課題に取り組むNPOと協働することで、双方の新たな価値を見出す機会
になると信じています。

及川氏
（経営実践研究会）

◆協働事例紹介① 「大空への翼プロジェクト」
穂坂 光紀（ほさか みつのり）氏（エンパワージャパン税理士事務所 代表税理士）
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）

エンパワージャパン税理士事務所は、中小企業が強い財務状態を保ちなが
ら経営できるように財務計画など資金調達面から支援しています。
NPO法人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
をしている子どもたちの就労支援を行っています。施設では、実に70％の子
どもが高卒で就職を選択しています。その中での課題は、「就職できない」
ことではなく、「最初の就職先で長続きしない」ところにあります。正規雇
用で就労できたとしても長続きしません。その後、再就職できたとしても非
正規雇用となるケースが多く、常に仕事がなくなるかもしれないという不安
定な生活を強いられます。その原因の一つとして、施設にいる子どもは18歳
で（中卒の場合は16歳）施設から退所しなければならず、強制的に社会に出
穂坂氏
て自立を求められることで不安定な精神状態に陥りやすくなります。また、
（エンパワージャパン）
不十分な就労支援も原因として考えられます。本人の望んだ就職先ではな
かった、能力を活かしきれない職場環境だった、という声は、子どもの選択
ミスが招いた結果とは言い切れません。
「大空への翼プロジェクト」は、フェアスタートサポートが上記の社会課
題に取り組んでいることに穂坂氏が共鳴し、税理士事務所としてできる支援
を模索した結果、生まれました。具体的には、①フェアスタートサポートを
通して施設の高校生の斡旋、②高校在学中に、簿記取得の支援や税理士事務
所でのアルバイトにより実務経験を積む機会を提供、③高校卒業後にエンパ
ワージャパンに就職、または専門学校への進学支援（卒業後、採用）、④顧
永岡氏
問先で即戦力の税理士として活躍、という仕組みです。また育てた税理士が、（フェアスタートサポート）
自分が育った施設で、施設の子どものキャリア形成を支援する側になること
を期待しています。このプロジェクトを通して、負の貧困連鎖を断ち切り、
ひいては施設に入所する子どもの数を減らすことを目指しています。
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◆協働事例紹介②
花形 麻貴子（はながた まきこ）氏
（NPO法人日本カラーアートセラピー協会 理事長）
日本カラーアートセラピー協会は、言葉では自分の気持ちをうまく表現した
り、伝えたりすることが難しい人たちに対して、色や絵を通した心の健康支援
活動を行っています。主に、①カウンセラー育成/研修、②学校出張授業、③精
神病院デイケアの監修/実施、④被災地心的支援、の4つの事業を行っています。
ここ数年の企業との協働事例としては、色彩監修や商品開発・販売促進に携
わるようになりました。
例えば、缶コーヒーのボトル、チョコレートのパッケージ、ボールペンの
キャップなどに意味付けした色を用いることで、その商品を手にした人のスト
レスを和らげ、活力をもたらすことにつながります。これら商品の色彩監修を
企業と協働できたポイントは、次の点が考えられます。
・NPOのもつ専門性が企業側には持ち合わせていなかったから。
花形氏
・NPOのもつ社会的信用性や公益性という意味づけを商品に加えたかったから。 （日本カラーアート
ただ、これらの協働事例は、いずれも広告代理店が私たちNPOと企業を結び
セラピー協会）
つけてくれたことで実現しています。まだまだNPOが企業と直接つながる機会
は決して多くありません。これからは、NPOと企業が互いの需要をマッチング
させる仕組みが必要だと考えています。

◆パネルディスカッション
～NPOと企業の協働を実現するために必要なこと～
①NPOと企業の協働とは
・NPOと企業が、自分たちだけでは解決できないような課題を、それぞれの強
みを生かし課題解決に向けて活動すること。
②協働してよかったこと
・NPOは企業と協働することで課題や団体の取り組みについて広く社会に発信 パネルディスカッション
することができる。
の様子
・企業はNPOと協働することで困っている人に直接的なアプローチができる。
③協働する上で困難だったこと
・お互いが思い描くビジョン達成に向けた方法に意見の食い違いがあった。
・お互いのズレを修正するために多くの時間がかかった。

◆交流会
事例紹介、パネルディスカッションの後、軽食を用意した交流会では、登壇
された団体と参加された団体の皆さんが、それぞれ積極的に名刺交換をし、お
互いの団体情報や活動について紹介しあうなどで交流を深めていました。
交流会の様子

利用料金が安くて使いやすい！【401会議室編】
新宿NPO協働推進センターをご利用ください。
当センターにはいろいろな貸し会議室があります。例えば「401会議室A」
「401会議室B」（定員：各16名）は少人数の利用に適しており、一般利用料
金は午前（9:00~12:00）・午後（13:00~17:00）であれば、それぞれ500
円です。また間仕切りを取り外すことにより、会議室Aと会議室Bを一体で利
用することも可能です。
※当センターの登録団体は半額の料金で利用することができます。
※利用方法など詳細に関しては、HP（https://snponet.net）をご覧いた
だくか、又は当センター（03-5386-1315）までお問い合わせください。
※会議室の利用には①社会貢献性 ②非営利性が求められます。
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401会議室Ａ/B(各16名)

401会議室A₊B(32名)

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《（一社）コンサベーション・インターナショナル・ジャパン 》
“自然を守ることは、人間を守ること！~持続可能な社会の実現を目指して~”
コンサベーション・インターナショナル（CI）は、 30年以上にわたり、この地球に暮らすすべ
ての人々のために自然環境の保全に取り組んできました。より健全に繁栄し、より生産的な社会を
構築するために、様々な戦略と革新的なアプローチで、持続可能な開発を進めています。地域の村
から政府、企業など、あらゆるレベルで協働を推進している、ユニークな活動事例を紹介します。
♪当センターで行われる「第132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：2019年12月12日（木）18時45分～20時45分
※是非ご参加ください。
問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
場 所：当センター4階 401会議室
語り手：（一社）コンサベーション・インターナショナル・ジャパン 【電 話】03-5206-6527
【Email】hiroba@s-nponet.net
参加費：1,000円

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。
新宿NPOネットワーク協議会 「小滝橋ひろば」

フラワーセラピー「しめ縄と木の実のお正月飾り」
日 時：2019年12月1日(日) 13:30～15:30
場 所：新宿NPO協働推進センター 401会議室A
（新宿区高田馬場4-36-12）
定 員：15名
参加費：1,500円
申込締切：11月27日(水)
問合せ・申込：新宿NPOネットワーク協議会
【電話】 03-5206-6527 【Email】 hiroba@s-nponet.net

こども哲学・おとな哲学アーダコーダ

「こども哲学ファシリテーター養成講座(初級編)」
日 時：2019年12月22日(日） 10:00～17:45
(19:00懇親会終了）
場 所：新宿NPO協働推進センター 401会議室AB
（新宿区高田馬場4-36-12）
定 員：16名
参加費：15,000円 懇親会費：1,500円 (いずれも税別)
問合せ：こども哲学・おとな哲学アーダコーダ
申 込：ウェブサイトの応募フォーム http://ardacoda.com
【Email】 info@ardacoda.com
新宿NPOネットワーク協議会

「神楽坂 坂上サロン～PCボランティア募集」
日 時：毎月第2・4火曜日 11:00～13:00
場 所：高齢者福祉施設 神楽坂 1Ｆ 地域交流スペース
（新宿区矢来町104）
内 容：高齢者の方を対象にした、PC操作などを習いながら
楽しく交流をする「PCサロン」での指導、アドバイス
条 件：パソコン、スマホ、タブレットの基本的な操作ができ
る方、月1回OK、年齢不問、その他応相談
ご興味のある方は、下記へお問い合わせください。
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

ソーシャル・ジャスティス基金、まちぽっと

「知ってほしい 一人ひとりの子どもの声」
～マイノリティの子どもたちのリアル～
日 時：2019年12月14日（土） 13:30～16:00
場 所：文京学院大学本郷キャンパス
S館7階702号室 (文京区向丘1-19-1)
参加費：一般1,000円、学生500円
問合せ・申込：ソーシャル・ジャスティス基金 まちぽっと
申込フォーム：https://socialjustice.jp/20191214html
【電話】 03-5941-7948 【FAX】 03-3200-9250
おとなのバンド倶楽部

2019 歳末みんなで歌おう 「おとバン ベストテン!」
日 時：2019年12月28日(土) 14:00～16:00
場 所：豊洲文化センター サブ・レクホール
（江東区豊洲2-2-18）
参加費：2,000円（飲食は各自持ち込み・アルコール可）
問合せ：おとなのバンド倶楽部
申込フォーム：https://forms.gle/BXic5C5sGXWsBhXV8
(申込時にベストテン投票あり）
【Email】 ibcj.info@gmail.com
【HP】 https://lbcj.jimdofree.com/
＜イベント情報/ボランティア募集など＞
◆対象期間：2020年1月1日（水）～1月31日（金）
◆募集締切：2019年12月4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。
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【ウェブを活用した広報講座】
～効果的なソーシャルメディア広報活用術～
【日 時】12月 3日（火）・12月 5日（木）いずれも 18:45～20:45
【内 容】「社会貢献がしたい」という熱い想いを持って取り組む一方で、どこをどう“広報/PR”したら良いかと
悩んでいませんか？本講座では、広報/PRの基礎的な知識の整理から、実践する際に注意すべきポイントなど皆さ
んの団体活動に合った効率的な広報/PR活動について学びます。
＜12/3＞ ◆ 広報/PRとは？
◆ 自分たちの活動のPRバリューって？
＜12/5＞ ◆ 実践 プレスリリースライティング ◆ 媒体研究 ◆ 明日から役立つ実践PRテクニック
【講 師】天野 渉 氏 （株式会社 シグナル 取締役COO）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】2,000円（資料代等として）各回 1,000円 ※連続受講をお勧めいたします。
【定 員】20名

【NPOとプロボノの交流事業】
【日 時】2020年 1月18日（土） 13:30～16:30
【内 容】個人が持つ職業上のスキルや専門知識を活かしたボランティア活動を“公共善”のために行うプロボノ。
一方、多くのNPOはミッションを遂行することに追われてしまい、根本的な運営の問題を解決できないまま過ご
しています。受益者であるNPOとプロフェッショナルなスキルを持った社会人が出会うことにより、活動はさら
に実りあるものとなるでしょう。今回の交流事業をきっかけに、両者がお互いのニーズを出し合い、より具体的な
活動の進展の一助となることを目指します。
【プログラム】
＜講演＞ 曽根 泰夫 氏（COACH/HRD 人事コンサルタント）
＜プロボノ団体活動紹介＞
◆BLP-Network ◆認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構 ◆認定NPO法人 サービスグラント
＜ディスカッション＞ ＜交流会＞
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】500円 【定 員】50名
★参加希望の方は、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。
★当センターでは、非営利の社会貢献活動に対して、会議室の貸し出し事業も行っています。
詳細につきましては、当センターＨＰをご参照ください。【URL：https://snponet.net/】
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