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。

「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！」をテーマに掲
げ、9ヶ月にわたるロングランを続けた「NPOまつり2021@新宿」はいよいよ最終章へ。よりよい
社会への先駆けとなった活動の成果を分かち合い、よりよい未来への幕開けをともに祝いましょう。

◆NPOまつりとは
NPOは非営利の社会貢献活動を行う団体です。よりよい社会を実
現するため、社会の課題にいち早く気づき、その解決に向けて素早
く行動を起こします。そして、時に他の社会貢献活動団体や地域の
市民活動グループ、企業のCSR部門、学生のボランティアとも連携
しながら活動を進めていきます。このようなNPOの活動について多
くの区民・市民の皆さんに知ってもらい、NPOとの交流を深めても
らう場として設けたのがNPOまつりです。
新型コロナウィルス感染症に見舞われた今年のNPOまつりは、開
催の形式をこれまでの会場型センターまつりから特設ホームページ
を活用したネット型イベントへ変更し、あわせて期間も年度末まで
としました。また、参加団体は、コロナ禍だからこそ見えてきた社
会の問題へ新たに取り組むA部門と、コロナ禍にあっても工夫を凝
らしながら活動を続ける団体の紹介に特化したB部門と、ふたつの
グループに分かれ情報発信することになりました。
その仕上げが3月13日です。特設ホームページをつうじて区民・
市民の皆さんから寄せられたコメント、さらには、参加団体との
「協働」を支援した専門家・実務者による審査結果を踏まえ、より
よい社会の実現にチャレンジした活動とコロナ禍でも地道に社会貢
献活動を続けた団体を表彰します。

◆「協働」への道しるべ
今年のNPOまつりでは、「協働」に取り組むためのプロセスを可
視化しました。これは、社会貢献活動を支援してきた当センターの
経験に社会イノベーションの考え方を掛け合わせてモデル化したも
のです。具体的には「協働」へ至る道のりを、
ステップ１
「現状」「あるべき未来」を認識する
ステップ２
課題を整理・深堀りする
ステップ３
企画・計画に落とし込む
の３段階に区分けし、それぞれのステップに「未来志向型ディス
カッション」と名付けた、アイデア・意見交換の場を組み込みまし
た。このモデルに即して参加団体A部門の「協働」準備状況を把握
し、協働サポーターと呼ばれる専門家・実務者との連携を強化しま
した。

NPOまつり2021@新宿
特設ホームページ

◆参加団体
《A部門》4団体 8つのチャレンジ活動
NPO法人 新宿区ウオーキング協会
A1. エキセントリック体操でウォーキング力をアップ！
A2. スマホ・アプリで歩こう！新宿の魅力スポット
A3. チャレンジド・ウォーク

給水ンク

NPO法人 粋なまちづくり倶楽部
A1. 震災復興サロンオンライン版
A2. UDBB バリアフリーな神楽坂まちあるき
一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会
A1. おいしい防災食を創ろう
A2. ウクレレで創る楽しい地域コミュニティ
戸塚協働復興活動研究会
A1. 新宿区戸塚協働復興活動2021

《B部門》24団体
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粋なまちづくり倶楽部
新宿ウオーキング協会
森とでんえん倶楽部
環境ベテランズファーム
環健ネットワーク

NPO法人 日本同伴犬協会

NPO法人 みんなのことば

認定NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・東京

NPO法人
NPO法人
NPO法人
NPO法人
NPO法人
NPO法人
NPO法人
ン」
NPO法人

建築ネットワークセンター
日本点字普及協会
えがおさんさん
多言語多読
コンフロントワールド
自然観察指導員埼玉
おとなのバンド倶楽部「おとバ

ボランティア団体 日本再起業支援協会
学生団体 ファムカフェ
学生団体 Rethink Fashion Waseda
学生団体 ロータリーの会
公益財団法人 日本自然保護協会(NACS-J)
一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会

ストローク会

稲村の火 みらいPJ実行委員会

戸塚町四丁目南町会

共感コメントは
こちら ⇒
◆共感の「いいね！」と応援メッセージをお送りください。

区民・市民の皆さんには、A部門によるチャレンジ活動とB部門によ
る団体PRの中から興味や関心をもった内容に対して共感の「いいね！」
と応援メッセージを特設ホームページからご投稿いただきます。受付は
3月1日から3月12日までの期間です。

◆表彰コンテスト
3月13日（日）13時～16時、表彰コンテストをZoom（オンライ
ン）で配信します。A部門の活動成果について参加団体が最終報告し、
協働サポーターがパネル・ディスカッションを行った後、表彰式を行
います。大賞は、区民・市民の皆さんよりいただいた共感の「いい
ね！」と応援メッセージ、ならびに、協働サポーターの審査にもとづ
き決定します。
なお、感染症の状況によっては当日のイベント内容が変更になる可
能性もあります。詳しくは、特設ホームページをご参照いただくか、
当センターへお問合せください。
新宿NPO協働推進センター 03-5386-1315
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✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 NPO法人 日本同伴犬協会 》
「人と犬が、確かな愛と信頼で結ばれた、真に共生する社会」の実現を目指して
「日本同伴犬協会」は、犬の飼育者と地域住民が直面する諸問題に関する研究･啓発･支援活動、又 それに関
わる市民･団体とのネットワーク化促進などの事業を行うために設立されました。その事業を通じ「人と犬とが
確かな愛と信頼で結ばれた、真に共生する社会」「子どもたちの健全育成に適した社会」「すべての人々が健
やかに暮らせる社会」の実現に寄与することを目的として活動しています。

♪当センターで行われる「第152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3月10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 日本同伴犬協会
参加費：無料

主催・問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
後援：新宿区
【電 話】03-5206-6527 【Email】hiroba@s-nponet.net

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。

介護者サポートネットワークセンター・アラジン

日本スクールソーシャルワーク協会

「SSW入門講座」

「息子サロン」
日 時：2022年3月5日（土） 13:30～15:30
参加方法：オンライン（Zoom） 参加費：無料
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、仲間との出会いの場
申 込：HPの申込フォームから
問合せ：アラジン
【電話】 03-5368-1955 【FAX】 03-5386-1956
【Email】 arajin.carersalon@gmail.com
【HP】 http://arajin-care.net/

日 時：2022年3月6日（日）、12日（土） 13日（日）
いずれも 10:00～12:00
参加方法：オンライン（Zoom）
参加費：会員900円、非会員1,900円、学生550円/各回
定 員：各回70名(事前申込）
申 込：HPの申込フォームから
問合せ：日本スクールソーシャルワーク協会
【電話】 03-3371-4840
【HP】 https://sswaj.org/
多言語多読 にほんごたどく

新宿NPOネットワーク協議会

「小滝橋ひろば～スマホ・PC相談会～」
日 時：2022年3月9日（水）、23日（水） 10:30～12:00
場 所：新宿NPO協働推進センター 5F
（新宿区高田馬場4-36-12）
参加費：200円 開催時間内20分程度の個別相談
対 象：日頃のスマホ・PC操作にお困りの方
定 員：各回6名（事前申込）
（スマホ・PCをお持ちください）
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

「オンライン読み物作成入門講座」
日 時：2022年3月27日（日） 9:00～12:00
参加方法：オンライン（Zoom）
参加費：2,200円
定 員：12名
対 象：多読用読みもの作りに興味のある方 他
申 込：HPの申込フォームから
問合せ：多言語多読
【電話・FAX】 03-6279-3973
【Email】 tadokuorg@gmail.com
【HP】 https://tadoku.org

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：2022年3月25日(金)～2022年4月30日(土)

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、

◆募集締切：2022年2月28日(月)

発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集しています。

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体

（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。応募

URL：http://shinjuku.genki365.net/

が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベント・登

問合せ：新宿区地域振興部

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

◆申込方法：タイトル、日時、場所、参加費、問合せ先を、

【電話】 03-5273-3872

新宿NPO協働推進センターまで、FAX又はメールにてご連

【FAX】 03-3209-7455

絡ください。

フリースペースをリニューアル
しました！
NPOの組織・設立等の社会貢献活動に役立つ書籍
をジャンル別に取り揃えておりますので、是非ご
利用ください。

貸ロッカーが便利です！
貸ロッカーを１階廊下に設置しています。ご利用いただけるのは
センター登録団体と継続的にセンター施設をご利用いただいてい
る一般利用団体です。詳しくは4階窓口でご確認ください。
備品等を保管可能な
中型ロッカー

書籍は閲覧のみとなり
ます。貸出、販売は
行っておりません。パ
ンフレット類は持ち帰
り可能なものと閲覧の
みのものがあります。

パンフレットスタンド
には、社会貢献活動団
体のちらし、中間支援
団体の助成金情報等が
揃っています。

PCや書類を保管可能な
PCロッカー

W393xD475xH390mm

W255xD385xH90mm

月額500円
上期下期の半年契約

月額500円
1ヶ月単位
(翌月同日まで）
最長6ヶ月まで申込可

作業室をご活用ください！
社会貢献活動のための作業なら、どなたにもご利用いただけます。
用紙、ラミネートの販売も行っています。作業内容を確認させて
いただく場合がございますので、事前予約していただくとご利用
がスムーズです。（コピー代は有料です。）
コピー機
(USB利用不可)
紙折り機
ラミネート機
大型穴あけ機
ポスタープリンター
(A1サイズまで)
大型ホッチキス等

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご利用を制限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、またはセンターへお問い合わせください。
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