
新宿NPO協働推進センター 広報誌

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。
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NPOの活動をより効果的に継続して行うために、様々な支援やサービスがあります。今号では、NPOへの支援
活動や助成金情報について紹介します。

（１）NPOへの支援活動

「BLP-Netｗork（Business Lawyers Probono-Network）」 は、ビジネス法務専門の弁
護士が、ビジネス法務のスキルや知識を生かし、非営利団体や社会起業家が悩んでいる法
務問題を解決することを目指して2012年に設立しました。 NPO・NGO・ソーシャルベン
チャーに対して法務に関する相談対応や事業の成長・拡大に対しての支援を行っています。

支援活動

・NPOの設立・運営支援（定款の作成、運営に対するアドバイス等）
・契約書、規約書の作成支援
・商標権・特許権の取得・知財戦略の支援
・新規事業の法的リスクの検討
・ファイナンススキームの検討
・アドボカシー活動のサポート
・海外の会社・財団等との契約締結サポート
・NPO向け相談会・セミナーの開催
・NPO・NGO・ソーシャルセクター向けイベントの開催 他

＜お問い合わせ先＞
認定NPO法人日本NPOセンター

https://www.techsoup
japan.org/

＜お問い合わせ先＞
BLP-Network

https://www.blp-
network.com/

◆TechSoup Japan （運営団体：認定NPO法人日本NPOセンター）

主な提供ソフトウェア／クラウドサービス

◆BLP-Network

「TechSoup（テックスープ）」は公益法人、社会福祉法人、NPO法人、非営利型一般社
団法人などを対象とした、IT基盤整備・組織基盤強化を支援するプログラムです。社会問
題の解決のために活動する世界中のNPOが最大限の力を発揮できるよう、ソフトウェアな
どIT製品の提供やITのサポートを行っています。このプログラムは世界160ヵ国以上で実
施されており、日本では認定NPO法人日本NPOセンターが「TechSoup Japan」として運
営しています。

・ウィルス対策用ソフト：Norton Security Deluxe（ノートンライフロック社）
・書類作成、表計算、プレゼンテーションソフト：Office Standard（マイクロソフ
ト社）

・画像編集ソフト：Adobe Acrobat Pro 2020（アドビシステムズ社）
・非営利団体向けテレワーク支援プログラム：Google for Nonprofits（グーグル社）
・オンライン会議用ソフト：Zoomミーティング（ズーム社）
・ホームページ作成ソフト：ペライチ（ペライチ社）
・データ保存と共有サービス：Box Starter Edition（ボックス社）

＜お知らせ！＞
11月13日（金）のプロボノと
の交流事業に登壇決定！
※詳細は当センターHPをご覧くだ
さい

＜お知らせ！＞
12月19日（土）の応援団体と
の交流事業に登壇決定！
※詳細は当センターHPをご覧くだ
さい
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令和3年度 『キリン・地域のちから応援事業』

公益財団法人キリン福祉財団

HP：https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r3/index.html

◆助成対象団体

①4名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。

※ＮＰＯ等の法人格の有無、および活動年数は問いません。

※障害者・高齢者・子ども・地域活性等を推進する団体、

それらを支援する団体のどちらでも助成対象とします。

②連絡責任者は満２０歳以上であること。

※年齢は令和3年4月1日現在の満年齢とします。

◆助成金額（1団体への上限）

１件（1団体）あたりの上限額30万円です（プログラム助成総額

4,700万円）。原則として単年度助成です。

※審査の結果、申請金額の一部を減額する場合があります。

◆助成対象事業

①子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの

子ども・子育て世代が主体となって実施する活動

②シルバー世代の福祉向上に関わるもの

高齢者が知識・技術・経験を活かして実施する活動

③障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わるもの

障害のある人や困りごとを抱える人・それらを支える人が主体と

なって実施する活動

④地域やコミュニティの活性化に関わるもの

◆応募受付期間

2020年9月7日(月)～10月31日(土) ※当日消印有効

◆お問い合わせ先

公益財団法人 キリン福祉財団 事務局（北村・太田）

ＴＥＬ：03-6837-7013 ＦＡＸ：03-5343-1093

Email：fukushizaidan@kirin.co.jp

（2）助成金情報

2021年度 環境市民活動助成

一般財団法人セブン－イレブン記念財団

TEL：03-6238-3872 FAX：03-6261-2513 Email：oubo.21@7midori.org HP：https://www.7midori.org

◆助成対象団体

環境活動を行っている国内のNPO法人、一般社団法人、任意団体

日本国内に活動の場を有する団体（以下、別途申請条件あり）

①活動助成

自然環境保護などの環境活動を、市民が主体となって行う団体

※2018年度より3年連続助成を受けている場合、申請不可

②NPO基盤強化助成 （旧：NPO自立強化助成）

「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証され、かつ、NPO

法人として3年以上の活動実績があるもの

※2018年3月31日以前にNPO法人格を取得し、登記している団体

◆助成金額（1団体への上限）

①活動助成 ：100万円（任意団体は増額）

②NPO基盤強化助成 ：400万円

（原則3年間 総額1,200万円の継続助成）

◆応募受付期間

2020年10月26日(月)～11月16日(月) ※当日消印有効

◆助成対象事業

①活動助成

自然環境保護など、市民が主体となって行う環境活動

②NPO基盤強化助成

・地域住民が主体的に行う活動

・地域に必要とされており、地域経済の活性化を図る活動

・確立した自主事業をモデル化し、ノウハウ提供や指導、拡大を

めざす活動

※ 掲載した情報は各団体のHP等から抜粋したものです。詳細につきましては、各団体にお問い合わせください。

子どもゆめ基金助成金

独立行政法人国立青少年教育振興機構

HP：https://yumekikin.niye.go.jp

◆助成対象団体

①公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人

②NPO法人

③上記①②以外の法人格を有する団体（※除外団体有）

④法人格を有しないが、活動実施の体制が整っている団体

◆助成対象事業

未来を担う夢を持った子どもの健全育成を進めるため、民間団体

が実施する体験活動や読書活動等への支援を行っています。

①子どもの体験活動（自然体験、科学体験、職場体験 等）

②子どもの読書活動（読み聞かせ、読書活動）

③子ども向け教材開発・普及活動（デジタル教材開発・普及）

◆応募受付期間

一次：2020年10月1日(木)～11月10日(火)消印有効(郵送申請)

11月24日(火)17時締切(電子申請)

◆お問い合わせ先

独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金助成課

フリーダイヤル：0120-579-081 Email : yume@niye.go.jp

◆助成金額（1団体への標準額目安（活動規模別））

全国規模 300万円

都道府県規模 100万円

市区町村規模 50万円
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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。

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✤

《 認定NPO法人フィリピン日系人リーガルサポートセンター 》

主催・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：認定NPO法人フィリピン日系人リーガルサポートセンター
参加費：1,000円

“ フィリピン残留日系人の歴史と現在 ～日本社会への問いかけ～ ”

フィリピン日系人リーガルサポートセンター（PNLSC）は、戦争によってフィリピン残留を余儀
なくされた日系2世の身元捜し、国籍確認を支援する目的で発足しました。現在、約800人いる身
元未判明の救済が急務となっています。フィリピン残留日系人の歴史と問題の背景、２世の父親の
身元捜し、日本国籍回復などの支援活動を行っています。

♪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11月12日（木）18時45分～20時45分 ※是非ご参加ください。

あそびと文化のNPO新宿子ども劇場

「サイトスペシフィック ワークショップ」
日 時：2020年10月31日（土） 10:30～12:00

場 所：戸山公園 参加費：無料

定 員：20名 (定員になり次第締め切り)

対 象：小学校高学年～中学生

申込・問合せ：あそびと文化のNPO新宿子ども劇場

【電話】 03-5261-8696 

【Email】 shinjukukodomo123@gmail.com

【HP】 https://kodomogekijo.net/wp/

非行克服支援センター

「埼玉県青少年立ち直り体験交流会」
「いじめ」とネット世界

日 時：2020年11月3日（火） 13:30～16:30

場 所：鴻巣市文化センタークレアこうのす 3階大会議室

参加費：無料

対 象：関心のある方ならどなたでも参加できます

内 容：第一部 講演1「子どもたちとネットの社会」

講演2「子どものココロと社会課題」

第二部 講師とともに語り合おう

問合せ：非行克服支援センター 【電話】 03-5348-6996

東京都中途失聴・難聴者協会

高齢中途失聴・難聴者のための「手を動かそう」
日 時：2020年11月9日（月） (毎月第2月曜日）

13:30～15:30

場 所：東京都障害者福祉会館 (港区芝5-18-2)

参加費：一般600円 会員300円

定 員：15名(事前申込制) 要約筆記あり

締 切：開催日の一週間前

問合せ・申込：東京都中途失聴・難聴者協会

【電話】 03-5919-2421   【FAX】 03-5919-2563

【Email】 info@tonancyo.org

新宿区ウオーキング協会 いきいきウォーク新宿

「古地図を片手に四谷の寺町を歩く」約4km
日 時：2020年11月27日（金） 受付：9:10～9:30

集 合：四谷スポーツスクエア

解 散：四谷スポーツスクエア

参加費：無料

共 催：新宿区健康部健康づくり課

新宿区ウオーキング協会

問合せ・申込：新宿区ウオーキング協会

【電話】 090-3217-4109 【FAX】 03-3208-3531

※本イベントは中止になりました

＜イベント情報/ボランティア募集など＞

◆対象期間：2020年11月25日(水)～12月31日(木）

◆募集締切：2020年11月5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。

中止
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【ワークショップ講座】
～達人から学ぶ目的に応じたワークショップ～

【日 時】11月7日（土） 13:00～17:00

【内 容】効果的なワークショップの進め方やノウハウ

を体験しながら学びます。

◆ワークショップの体験 ◆体験したワークショップ

の説明 ◆ワークショップの整理 など

【講 師】小笠原祐司氏

（NPO法人bond place 代表理事）

【参加費】2,000円 【定員】20名 ※要予約

※この講座はオンライン受講のみとなります。

【NPO入門講座】

～NPOってなんだろう？～

【日 時】11月 21日（土） 13:00～15:00

【内 容】「特定非営利って？」「財源は？」など

NPOに関するイロハを学びます。

◆NPOの特徴 ◆NPO組織の必要性

◆NPOを支える制度、法律 など

【講 師】手塚明美氏

（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構理事長）

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】1,000円 【定員】20名 ※要予約

【NPO組織運営講座】

～NPOの組織運営～

【日 時】11月 21日（土） 15:30～17:30

【内 容】NPOが活動成果を確実にあげていくために

重要となる組織そのものの運営について学びます。

◆組織のマネジメント ◆ロジックモデルで事業

目標を確認 ◆企画作成に必要なアイディア など

【講 師】手塚明美氏

（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構理事長）

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】1,000円 【定員】20名 ※要予約

【労務管理講座】

～忘れちゃいけない！労務管理～

【日 時】11月26日（木） 18:45～20:45

【内 容】労働法令や社会保険・労働保険などの公的保険

についての知識を学びます。

◆労務管理に関わる労働法令 ◆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

【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 【定員】20名 ※要予約

★参加ご希望の方は、事前の予約が必要です。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。
★参加される方は、マスク着用など、コロナ対策にご協力ください。詳しくはHPをご確認ください。
★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座・イベントを延期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をご参照ください。【URL：https://snponet.net/】

※オンライン受講もあります。詳細はホームページでご確認ください。


