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8回NPOまつりin新宿2020』はセンター全館を利用し、市民の皆様に
NPOや社会貢献活動を紹介する年一回の大イベントです。さまざまな社会
貢献団体の活動体験コーナーやワークショップなど、大人から子どもまで
楽しめるプログラムが盛りだくさん。模擬店も綿菓子、焼きそば、カフェ
コーナーなどをそろえてお待ちしています。ぜひ、ご来場ください！

第8回

ＮＰＯまつり

in新宿2020
2020年

10:00～16:00
開催日時：2020年4月19日（日）
10：00～16：00
開催場所：新宿区立新宿NPO協働推進センター
会議室棟・多目的室棟・グランド
雨天時 ：決行（グランドでの催しのみ中止）

◆ ボランティア募集！ ◆
一緒におまつりを盛り上げていただける
運営ボランティアを募集しています。
作業内容：受付・模擬店・案内・設営・
撤収作業など
＜問い合わせ先＞
新宿ＮＰＯ協働推進センター
（０３－５３８６－１３１５）

最新情報はWebでご確認ください！
（新型ウイルス感染拡大防止のため、各種
イベントを延期・中止する場合があります）
新宿NPO協働推進センター
ホームページ
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体験、参加、相談…身近な社会貢献を知り、
社会につながる一歩をふみだそう！
◆多目的室棟～体験プログラム満載エリア
場所

2F
多目的室

団体名

【施設外プログラム】

タイトル

森とでんえん倶楽部

活動紹介・パネル展示

環境ベテランズファーム

発電自転車体験して、エネルギーを知ろう！

多言語多読

やさしい絵本からはじめる英語多読体験会

健康心理教育実践センター

心理テストからライフスタイルを考える

環健ネットワーク

子どもを守る防災ワーク＆発達障害相談会

新宿区ウオーキング協会

皆んな一緒に外に出て、歩いて深呼吸だ‼

建築ネットワークセンター

住宅・マンション「なんでも無料相談会」

ワ－ルドステイクラブ

シニアの充実した生きがいを目指した諸活動

コンフロントワールド

アフリカの女性が作る小物を皆様へ（販売）
*2

新宿NPOネットワーク協議会

パネル展示

歩いてNPOまつりに
参加しよう！*1
事前申込：不要
参加費：400円
集合時間：9:30
場所：鶴巻南公園
（早稲田町78）
団体：新宿区ウオーキング協会
電話：090-3217-4109

新宿ソーシャルビジネス支援ネットワーク お悩み相談会
1F多目的室 ことば

親子で大学生と本気で遊ぼう

◆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

日本カラーアートセラピー協会 ラッキーカラー相談とアートカード体験

多目的室棟

会議室棟

団体名

501

フラワーセラピー研究会

母の日に小さな花の贈物（色々な花材使用） *1

癒しの空間「きらきらハート♡」

パステルシャインアート®でほっこりしましょ！ *1

福祉ネイル

春色ネイルでお爪のオシャレ！しませんか？ *1

戸塚町四丁目南町会
地域猫対策で成功！野良猫ゼロの町（バザー） *2
401 葛ヶ谷公園サポーター地域猫
地域猫対策8年めの区立公園。今では？！ *2
班
新宿区高田馬場福祉作業所

人生をかえる出会いの力 闇から光へ（コーヒー販
売） *2

4F
マザーハウス
フリー
新宿NPOネットワーク協議会

新宿NPO
ネットワーク協議会

焼きたてワッフル販売 *2

102 いきいきトライアングル

みんなで作るみんなの居場所トライアングル

101 日本点字普及協会

凸面点字器で名刺を作ってみよう！

◆グランド～模擬店、音楽イベント
団体名

まりそるの焼きたてパン、焼き菓子 *2

タイトル
グラウンドゴルフ体験、ウクレレ体験

最新情報はWebでご確認
ください！
新宿NPO協働
推進センター
Facebook
ページ

模擬店（焼きそば、ポップコーン、飲料など）*2

いきいきトライアングル 盲目のバイオリニスト穴澤さんと合奏！
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*1=有料プログラム（300円～500円程度）
*2=販売有
※団体・出展内容は予告なしに変更となる場合がございます。

当センターでは、社会貢献活動をされている方、これから活動を考えている方に役立つ内容を取り上
げた講座を年間30回開催しております。令和2年度開催の講座は次の通りです。是非ご参加ください！
お申込み等詳細につきましては、当センターまでお問い合わせください。
開催日
4/23 (木)
5/19 (火)
5/26 (火)
6/4 (木)
6/16 (火)

6/23 (火)
7/20 (月)
7/29 (水)
8/6 (木)
8/18 (火)
8/25 (火)
8/28 (金)
9/ 1 (火)
9/ 4 (金)

9/ 11(金)
9/ 26 (土)
10/6 (火)
10/24 (土)
11/ 7 (土)
11月下旬
1 /16 (土)
1/26 (火)
2 / 2 (火)
2/13 (土)

時間

講座（内容）

講 師

18:45～

NPO入門『社会に役立つ活動・組
織ってなんだろう』

手塚 明美氏 （認定NPO法人藤沢市民活

20:45
18:45～
20:45

瀧口 徹氏

NPO設立講座

（BLP-Network 副代表・弁護士）

手塚 明美氏 （認定NPO法人藤沢市民活

18:45～
20:45

NPO組織・運営講座

18:45～

NPOのための労務管理講座

20:45
18:45～
20:45
18:45～
20:45
18:45～
20:45
18:45～
20:45
18:45～
20:45
18:45～
20:45
18:45～
20:45
13:00~15:00
15:00~17:00

18:45～
20:45
13:00~15:00
15:00~17:00
13:00~15:00
15:00~17:00

18:45～
20:45
13:00~15:00
15:00~17:00

18:45～
20:45
13:00~15:00
15:00~17:00

動推進機構 副理事長）

動推進機構 副理事長）

後藤 勝氏
（特定社会保険労務士・第一種衛星管理者）

三木 由希子氏（NPO法人情報公開クリ

個人情報管理講座

アリングハウス 理事長）

瀧口 徹氏

NPOのための法務講座

（BLP-Network 副代表・弁護士）

間辺 初夏氏（認定ファンドレイザー・

ファンドレイジング講座

参加費

定員

1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名
1,000円 20名
各回

20名

フリーランスファンドレイザー）

1,000円

助成金講座

トヨタ財団 国内助成グループ

1,000円 20名

クラウドファンディング講座

株式会社GoodMorning

1,000円 20名

田中 義幸氏

会計講座①.②.③.④
～日常の記入から決算まで～

NPOのためのマーケティング講座
実効性のある事業企画講座①.②
ソーシャルビジネス講座

協働事業の考え方進め方①.②

（NPO法人日本公会計支援協会 理事長・
公認会計士・税理士）

小谷 恵子氏
（明海大学経済学部講師)

柳田 好史氏（NPO法人としまNPO推進
協議会 代表理事）

ファシリテーション講座①.②

1,000円 20名
2,000円 20名

矢代 隆嗣氏 （株式会社アリエールマネ

2,000円 20名

ジメントソリューションズ 代表）

2,000円 20名
各回

プレゼンテーション講座①.②(仮) 調整中

ソーシャルメディア広報講座①.②

20名

1,000円 20名

（NPO法人bond place 代表理事）

NPOのウェブ担当者になろう①.②

1,000円

日本政策金融公庫

小笠原 祐司氏

ワークショップ講座①.②

各回

1,000円

千野 雅則氏
（NPO法人スキルボート 代表）

天野 渉氏

2,000円 20名
各回

（株式会社シグナル 取締役 COO）

長畑 誠氏（明治大学公共政策大学院
ガバナンス研究科教授）

20名

1,000円

20名

2,000円 20名

表の色分けは各色、次のようなジャンルを示しています。
NPO入門

コンプライアンス

資金関連

会計

※日程等につきましては、変更される場合がございます。ご了承ください。

事業企画

各種スキル
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✤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 ”
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います。主な活動には、教養講座、タブレットPCによる意
思を伝えるための勉強会、学校や施設への出張講座などがあります。

♪当センターで行われる「第136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：2020年4月9日（木）18時45分～20時45分
※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：NPO法人 こつこつ
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

【NPO入門講座】
～社会に役立つ活動・組織ってなんだろう～
【日 時】4月 23日（木） 18:45～20:45
【内 容】NPOは、日本語では特定非営利活動団体と訳されます。そもそも『特定非営利』ってなんでしょうか。
また、財源はどうしてるの？などなどNPOに関するいろいろな疑問に答えながら、基礎知識をわかりやすくお
話いただきます。また、社会貢献のためのいろいろな団体の特徴についてもご紹介いたします。ご自身の活動
に役立つ情報が身につく講座です。これから活動をスタートする方にオススメです。
◆ NPOとは？ ◆ NPOの特徴 ◆ 社会性、公益性の捉え方 ◆ NPOの持つべきチカラ など
【講 師】手塚 明美氏（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 副理事長）
【会 場】当センター 501会議室
【参加費】1,000円
★参加ご希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記お問い合わせへご連絡ください。
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