
新宿NPO協働推進センター 広報誌

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！

えぬぽっぷん
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多くの社会貢献活動を行っている団体にとって、活動資金の調達は悩ましい課題となっています。その悩み
を解決する1つの手立てとして助成金の活用があります。今号では、社会貢献活動を対象とした助成金の中で
締切が近づいている案件をいくつかご紹介します。詳しい内容・提出書類・ご質問等につきましては、直接、
支援団体にお問い合わせください。

新宿区地域コミュニティ事業助成（第3回）

新宿区地域コミュニティ課コミュニティ係

電話：03-5273-4127 WEB：http://www.city.shinjuku.lg.jp/

◆助成対象団体

NPO法人・ボランティア団体等社会貢献的活動を行う団体で、

次のいずれにも該当するもの

・団体の主たる事務所が新宿区内にあること

・団体の構成員の数が5名以上であること

・団体の代表者または責任者が明確であること

・団体の規約や定款等を有し、それに基づく運営および活動を

行っていること

◆助成対象事業

・地域全体の課題解決に資する事業

・安全安心なまちづくりに資する事業

・地域交流の促進に資する事業

◆助成金額

1つの助成対象事業の上限額 :10万円（助成率は助成対象

経費の5分の4）

≪平成31年度予算額≫

・各特別出張所所管地区 ：200万円

・特別出張所の所管地区以外 ：100万円

※第3回の予算額は第1回、第2回の残額になります。

Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs（国内助成）

パナソニック株式会社

WEB：https://panasonic.com/jp/npo_summary/2019_recruit.html

◆助成対象団体

日本国内の貧困の解消、または貧困と関連のある問題の解消に

向けて取り組むNPOで、次の要件を満たしていること

・日本国内に事務所があること

・団体設立から3年以上であること

・有給常勤スタッフが1名以上であること

◆助成金額（1団体への上限）

・組織診断からはじめるコース：100万円

・組織基盤強化コース ：200万円

◆助成対象事業

第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化の

取り組みを対象とし、以下の2つのコースを用意

・組織診断からはじめるコース

組織診断の実施と組織基盤強化計画の立案

・組織基盤強化コース

組織課題の解決や組織運営を改善する取り組み

※助成対象団体は、上記以外にも地域の町会・自治会、地区町会連合会、地区協議会などがあります。詳細は、新宿区地域コミュニ

ティ課又は各特別出張所にお問い合わせください。

申請を希望される場合は、事業を実施する場所を所管する特別出張所等へ予約し、事前に相談してださい。

◆申請受付期間

2019年9月2日(月)～2019年9月30日(月)

◆応募受付期間

2019年7月16日(火)～2019年7月31日(水)

◆お問い合わせ先

国内助成協働事務局 NPO法人市民社会創造ファンド

電話：03-5623-5055 担当：坂本・霜田



2

※ 掲載した情報はHP等から抜粋したものです。記載内容以外にも応募条件がありますので、詳細については、各団体にお問い

合わせください。

国内助成プログラム
未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ ―地域に開かれた仕事づくりを通じて（仮）

公益財団法人 トヨタ財団

電話：03-3344-1701 WEB：http://www.toyotafound.or.jp/community/2019/

◆助成対象団体

A，B：運営の中心となる組織の法人格の有無・種類は問いま

せん

C：過去（2009年度～）に「国内助成プログラム」の助成を

受けた組織

◆助成カテゴリー

A．しらべる助成：地域課題の発掘やその解決のために必要な調査、

戦略立案、パイロット事業の実施などを目的としたプロジェクトへの

助成

B．そだてる助成：地域課題の解決に向けた事業の立ち上げ、実施、

拡大ならびにそうした事業の担い手となる人材を育てることを目的

としたプロジェクトへの助成

C．発信提言助成：過去に助成を受けたプロジェクトの成果やそこから

明らかになった課題に基づき、社会の仕組みや価値観を変えるこ

とをめざして実施する政策提言・社会提案を目的としたプロジェクト

への助成

◆助成金額

助成総額：1億1千万円

A．しらべる助成：上限100万円/件（総額約2,000万円）

B．そだてる助成：上限なし（総額約8,000万円）

C．発信提言助成：上限600万円/件（総額約1,000万円）

一般公募助成金

公益財団法人 ライフスポーツ財団

電話：06-6170-9886 WEB：https://www.lsf.or.jp/josei

◆助成対象団体

1.営利を目的としない地域の団体、クラブ、NPO法人

2.1の交付を受ける対象は次の団体とする

(1)原則として、市町村及びその教育委員会・体育協会より推薦を受けられる団体

(2)(1)以外の団体で、活動推進にあたり当財団の理事長が認めた団体

(3)活動団体は活動に積極的に取り組むこと

(4)団体の構成員は5人以上で構成されていること

(5)活動団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等

財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること

(6)原則として財団の推進事業の趣旨を担う活動領域で、3年以上の活動歴をもつ

活動団体であること

(7)その他、活動にあたり適切であると理事長が認めた活動団体

◆助成対象事業

・「子どもと親子のスポーツ活動」及び「地域の子どもス

ポーツ活動」分野の大会、教室等を対象とする

・１事業の子ども（幼児・小学生）の参加者が30％以上

であること

◆助成金額

新規団体の助成金総額：上限20万円

（※2年目以降は、上限50万円）

◆助成対象事業

若い世代とともに地域課題解決につながる仕事づくりに取り

組む事業や、そうした仕事の担い手となる人材を育てる事業

を支援

ＬＵＳＨチャリティバンク

株式会社ラッシュジャパン

電話：03-6859-0767 WEB：https://jn.lush.com/article/a-bit-about-our-charity-pot

◆助成対象団体

・小規模な草の根活動を行っている団体（年間予算3,500万円以下）

・他の企業や助成団体からの助成金や寄付が集まりにくい団体

・より良い社会を目指して変革するために問題の根本を見極め、

その解決に取り組む努力をしている団体

・波及効果があるプロジェクトを行っている団体

・非暴力で直接的なアクションを行う団体

・ホームページ又はブログで活動が閲覧できる団体

◆助成金額

10万円～200万円/件

金額については『チャリティポット』（チャリティ商品）の売上に

より、助成財源が決定するため、変更の可能性あり。

◆助成対象事業

・自然環境の保護活動

・動物の権利擁護活動

・人権擁護/人道支援/復興支援活動

◆公募期間

2か月に1度、偶数月の月末に応募締切

締切日：2月、４月、6月、8月、10月、12月の末日

◆公募期間

2019年4月1日(月)～2019年7月31日（水）

◆応募受付期間

2019年9月1日(日)午前9時～2019年9月30日（月）午後3時
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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。

＜イベント情報掲載募集＞

◆対象期間：2019年8月1日（木）～8月31日（土）

◆募集締切：2019年7月4日（木）

◆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。

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

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 NPO法人バディチーム 》

2019年7月11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。

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

場 所：当センター4階 401会議室
語り手：NPO法人バディチーム
参加費：1,000円

“子どもと親と、支える人と･･･みんなの笑顔のために”
バディチームは、多様化する社会の中で、子育てに困難を感じたり、孤立感をもつ一般の子育て家庭に出

向き、家事支援・保育を行い、親や子どもの話しを聞き、親子に寄り添う活動を行っています。その活動で
の出会いや経験が、子育て支援や、子どもの虐待防止という領域においても大変重要な役割を担えることを
実感し、社会的ニーズに対応すべく、日々研鑽を重ねています。また、実の親が育てることの出来ない社会
的養護が必要な子どもたちを養育する里親家庭への子育て支援も行っています。

漱石山房

夏目漱石文学講座 「『行人』」第3回/全12回

日時：2019年7月10日（水） 13:30～15:30

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：1回2,000円

講師：東京大学大学院教授 小森陽一 先生

問合せ・申込：漱石山房

【電話】 090-2133-4615

ぷれいす東京

「新規ボランティア説明会」

日時：2019年7月7日（日） 9:45～11:45 (受付9:30～)

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)

問合せ・申込：ぷれいす東京

https://business.form-mailer.jp/fms/9e680219102384

【電話】 03-3361-8964  【FAX】03-3361-8835

【Email】 office@ptokyo.org 

【HP】 https://www.ptokyo.org/

当日の問合せ：080-4293-8341(9:00～)

建築ネットワークセンター
2019年度 マンション連続講座 2回目

「長期修繕計画作成のポイント」
日時：2019年7月4日（木） 18:15～20:30
場所：建築ネットワークセンター事務所

(新宿区早稲田74 鱒渕ビル301)
参加費：一般500円 会員300円
事前申し込み必要
問合せ・申込：建築ネットワークセンター
【電話】 03-6457-3178
【Email】 kenchiku@d2.dion.ne.jp
【HP】 http://www.kenchikunet.org/access.html

新宿NPOネットワーク協議会

「チャレンジ ウクレレ！」
日程：7/13(土)・8/3(土)・9/14(土)

時間：ビギナー入門クラス：9:15～10:45

経験者クラス ：11:00～12:30

対象：興味のある方どなたでも。小学生以上

場所：新宿NPO協働推進センター 102会議室

（新宿区高田馬場4-36-12）

講師：Mihoriさん(ウクレレサークルパウレレ)

参加費：5,000円/3回 定員：16名 (最小催行4名)

問合せ・申込み：新宿NPOネットワーク協議会

【電話】 03-5206-6527 【Email】 hiroba@s-nponet.net
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【NPO活動企画講座】

～活動への思いをプランニング！～

【日 時】7月13日（土）13:00～17:00

【内 容】NPOが活動を行うには、取り組む課題の

状況、活動に必要な人手の確保など活動に必要な

条件を整理して準備する事が大切です。あなたの

社会への思いをプランニングする方法を学びます。

【講 師】柳田好史氏（NPO法人としまNPO推進

協議会 代表理事）

【会 場】当センター 501会議室

【定 員】20名

【参加費】2,000円（資料代等として）

【協働事業の考えかた・進め方講座】

～ NPOと行政・企業との手のつなぎ方のポイント～

【日 時】7月27日（土）13:00～17:00

【内 容】『協働』とは、同じ目的のために、対等の立場

で協力して共に働くことを言います。協働で事業を行う

ことで、より効果的な成果が期待できます。協働事業の

おさえるべきポイントを学び、事業の企画案を考えます。

【講 師】矢代隆嗣氏（株式会社アリエールマネジメント

ソリューションズ 代表）

【会 場】当センター 501会議室

【定 員】20名

【参加費】2,000円（資料代等として）

《私たち子どもが幸福であるために～子どもたちの明るい未来をつくる》
子どもをめぐる様々な問題・課題があります。子どもたちが健やかに生育するためには、家族を超え、NPO、

地域、そして国全体で支えていく必要があります。このシンポジウムでは、問題を抱える子どもを守る活動を

行っている団体の支援者だけでなく、その支援によって課題解決に繋がるきっかけを得た当事者から実例につ

いてお話を伺い、子どもたちの明るい未来のために私たちができる事、やるべき事を考える機会とします。

【日 時】7月6日（土）13:30～16:30

【プログラム】◆活動事例紹介 ◆パネルディスカッション

【登壇団体】●NPO法人東京シューレ ●認定NPO法人カタリバ ●認定NPO法人多文化共生センター東京
【会 場】当センター 501会議室 【定 員】50名 【参加費】500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。

♪Let’s 協働♪

※上記ならび各センター事業の詳細につきましては、新宿NPO協働推進センターＨＰをご参照ください。

URL：https://snponet.net/


