
新宿NPO協働推進センター 広報誌

えぬぽっぷん

昨年度、9ヶ月に及んだ「NPOまつり2021@新宿」は、地域の課題解決に力を尽してきた団体とそ

のビジョンと活動に共感した人々とがひとつの「場」をつくり、「よりよい社会」について想いを語

り合いながら、「新たなアイデアを試しては活動の方向を改良する」という作業を積み重ねるイベン

トとなりました。その成果と教訓を踏まえ、「よりよい社会」の実現を目指して、本年度はさらに一

歩前へ一緒に進んでまいりましょう！

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POPなNEWS（話題）をお伝えします！

◆「NPOまつり2021@新宿」を振り返って

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、学生団体等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いただき、NPOとの交流を図るためのイベ

ントとして企画したのがNPOまつりです。

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため昨年度は、開催形式をオンライン型イベントへ変

更し、期間も3月に延長して実施しました。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4団体8チャレンジ活動と、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24団体と、ふたつのグループに分かれ情報発信することとなり

ました。

最終日の3月13日、「よりよい社会」の実現にチャレンジした4団体が8つの活動について総括・発

表しました。

選考委員による審査・投票の結果、新宿区ウオーキング協会の「スマホ・

アプリで歩こう！新宿の魅力スポット」が大賞に選ばれ、主催者から副賞と

して10万円が授与されました。

A1. エキセントリック体操でウォーキング力をアップ！ 新宿区ウオーキング協会

A2. チャレンジド・ウォーク 新宿区ウオーキング協会

A3. スマホ・アプリで歩こう！新宿の魅力スポット 新宿区ウオーキング協会

A4. 震災復興サロンオンライン版 粋なまちづくり俱楽部

A5. UDBB バリアフリーな神楽坂まちあるき 粋なまちづくり俱楽部

A6. 新宿区戸塚協働復興活動2021 戸塚協働復興活動研究会

A7. ウクレレで創る楽しい地域コミュニティ 新宿NPOネットワーク協議会

A8. おいしい防災食を創ろう 新宿NPOネットワーク協議会

👈「ありがとうございました。大賞受賞は身に余る光栄、とても嬉しいです。来年度は必ず

成果をお見せします！」喜びと抱負を語る団体代表者。



◆プログラムの概要

本年度も9ヶ月のプロジェクトとして活動を推進していきます。

6月29日（水） キックオフ・ミーティング

7月1日（金）～7月31日（日） 参加団体登録・個別相談

8月1日（月） 活動開始

10月28日（金） 第1回中間発表会・未来志向型ディスカッション

1月25日（水） 第2回中間発表会・未来志向型ディスカッション

2月28日（火） 活動終了

3月1日（水）～3月10日（金） 活動総括・まとめ

3月11日（土） 活動報告会・表彰

3月12日（日） センターまつり・NPOボランティア研修

皆様に参加いただくプロジェクトは、4つの部門から構成されます。

A部門：協働型チャレンジ活動を展開するグループ

B部門：社会貢献活動をPRするグループ

C部門：A部門・B部門を応援するグループ

Z部門：「NPOまつり2021@新宿」のチャレンジ活動を継続・実施するグループ

A部門、B部門およびZ部門は、NPO団体を始めとする社会貢献活動団体がエントリーするグルー

プになります。C部門は、他部門の活動に応援メッセージを送るグループで、団体・個人を問わず

どなたでも参加が可能です。

3月12日のセンターまつりは、会場参加型のワン・デイ・イベントとなる予定です。区民・市民

の皆さんとNPO団体が交流し、つながる場を広げていきましょう。

◆協働サポーターズ

協働サポーターズ※は、協働型チャレンジ活動を支援する有識者・実務家・専門家のグループで

す。昨年同様、参加団体が活動を展開する過程で遭遇するさまざまな課題に対して情報や知見をご

提供いただきます。

※当広報誌発行時点で参加表明している協働サポーターズを掲載してあります。

※協働プロジェクトに関心を寄せるプロボノの皆さんも是非ご参画ください。

融資、ソーシャル・ビジネス 第一勧業信用組合、日本政策金融公庫、西武信用金庫

プロボノ 一般社団法人神楽坂サポーターズ

コンプライアンス・知財 BLP-Network、東京都行政書士会新宿支部、
NPO会計税務専門家ネットワーク

助成金 トヨタ財団

イノベーション・次世代連携 早稲田大学社会科学総合学術院

NPO運営 東京ボランティア・市民活動センター・アドバイザー、
藤沢市民活動推進機構

地域連携 新宿区社会福祉協議会

プログラムの概要や参加申し込み、プロジェクトの進捗等は特設ホームページ上でお知らせし

ます。ご期待ください。
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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

【TEL】 03-5273-3872

【FAX】 03-3209-7455

＜イベント情報/ボランティア募集など＞

◆対象期間：2022年8月25日(木)～9月30日(金）

◆募集締切：2022年7月25日(月）

◆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。

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 特定非営利活動法人 れんげ舎 》

主催・問い合わせ：新宿NPOネットワーク協議会
後援：新宿区

【TEL】03-5206-6527 【Email】hiroba@s-nponet.net

” ありのままの自分で世界とつながろう”

♪当センターで行われる「第156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7月14日（木）18時45分～20時45分

参加方法：オンライン（詳細はhttps://snponet.net
語り手：特定非営利活動法人 れんげ舎
参加費：無料

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ご確認ください。

東京都中途失聴・難聴者協会
「高齢難聴者生きがい講座」

日 時：2022年6月27日（月）～2023年3月6日（月）全10回

時 間：13:30～15:30

会 場：東京都障害者福祉会館 参加費：無料

定 員：各回20名 申 込：HPを参照

内 容：手話・読話・折り紙・筆談等

問い合わせ:東京都中途失聴・難聴者協会

【FAX】 03-5919-2563【HP】https://www.tonancyo.org/ 

【Email】info@tonancyo.org

「場づくり」で新しい生き方・働き方・コミュニティを創造する活動をしている団体で、今年設立25周年を迎
えます。子ども、大人が希望を持って生きられる社会を実現するため取組んでいる「子どもたちの居場所・あ
そび場・仲間づくりの事業」「地域活動などの場づくりを支援する事業」などの活動についてのお話をうかが
います。

おとなのバンド倶楽部

「コテコテ！ライブツアー2022」
日 時：2022年7月12日（火）

OPEN：19:00  STAGE：19:30 ～

会 場：神楽坂SOCIAL CLUB

参加費：2,000円（ 税込み）セット料金

申 込：HPを参照

出演者：岡田信一、清水仁、たひ、テラマエヨシノリ

問い合わせ：神楽坂SOCIAL CLUB（担当：京（みやこ））

【TEL】 03-6457-5750  【HP】https://lbcj.jimdofree.com/

日本ピーススマイル協会
「PEACE OPEN CAFE」

日 時：毎週木曜日 15:00～18:00

（第4木曜日 16:00～18:00）

会 場：サンの家カフェ（café） 参加費：無料

内 容：学生の心の居場所を提供

申 込：HPを参照

対象者：10代～学生

問い合わせ：日本ピーススマイル協会

【HP】japan.peacesmile@gmail.com                        

【Email】https://p-smile.org

新宿区ウオーキング協会 第209回例会
「令和の甲州街道を歩こう No.8」 約20ｋm

日 時：2022年7月12日（火） 受付：9:45～9:55                        

集 合：JR中央本線笹子駅前広場

解 散：JR中央本線勝沼ぶどう郷駅前広場 17:30頃予定

参加費：会員無料、一般400円

問い合わせ・申込：新宿区ウオーキング協会

【TEL】 090-3217-4109

【FAX】 03-3208-3531

３
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※オンライン参加もできます。詳細はHPにてご確認ください

★参加ご希望の方は、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。

★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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/】

【申込フォーム】

シンポジウム:『コロナ共存期におけるNPOのミッションとは何か』
【日 時】7月30日(土) 13:30～16:00

【内 容】「コロナ共存期におけるNPOのミッションとは何か」をテーマに、NPO活動に精通している有

識者・実務家・専門家がパネル・ディスカッションします。

【パネラー】NPOまつり協働サポーターズ（詳しくは当センター・ホームページをご覧ください）

【参加費】無料

【会 場】当センター 501会議室 【会場定員】40名

【会計入門講座➀②】

~仕訳をマスターしよう~
【日 時】➀7月19日(火) 18:45～20:45 ②7月26日(火) 18:45～20:45

【内 容】すべての経理の基本となるのが「簿記」であり、その要と

なるのが「仕訳」です。さまざまなルールや覚えておくべき勘定科

目があるため、初めて取り組む人には、複雑に感じられるかもしれ

ませんが、仕訳のルール、ポイントを学び、実際に演習も行うこと

で、仕訳がしっかり身につきます。

【講 師】田中 義幸 氏

(NPO法人 日本公会計支援協会 理事長・公認会計士・税理士)

【会 場】当センター501会議室

【会場定員】20名 【参加費】各回1,000円(資料代等)

新宿NPO活動基礎講座

仕
訳
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う

※新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のため、延期または中止する場合がございます。
最新の情報は センターHP(https://snponet.net）をご覧ください。

日 時

会 場 新宿区立新宿NPO協働推進センター 501会議室
（新宿区高田馬場4-36-12）

2022/7/19（火） 18:45～20:45

講 師

定 員参加費

田中 義幸 氏
(たなか よしゆき）

各回：1,000円 (資料代等)
会場参加：20名（先着順）

オンライン参加：Zoom

対 象 社会貢献活動をなさっている方、NPO法人で会計を担当している方、会計に興味のある方

7/26（火） 18:45～20:45

※申込〆切：講座開始の1時間前まで

参加費：各1,000円（会場・オンライン）

オンライン参加申込 ＜お問い合わせ・お申し込み＞

新宿NPO協働推進センター
電話：03-5386-1315
FAX : 03-5386-1318
Email : hiroba@s-nponet.net

会場参加申込

※毎月第二火曜日、年末年始(12/29～1/3)

は休館日のため電話対応はできません

会
計
入
門
講
座すべての経理の基本となるのが「簿記」であり、その要となるのが「仕訳」です。

さまざまなルールや覚えておくべき勘定科目があるため、初めて取り組む人には、複雑に感
じられるかもしれません。
仕訳のルール、ポイントを学び、実際に練習も行いますので、仕訳がしっかり身に付きます。

NPO法人日本公会計支援協会理事長 公認会計士・税理士

公益法人、宗教法人、ＮＰＯ法人などの非営利
分野や企業の組織再編などを専門としており、ＮＧＯの海外活
動との関わりでラオス、カンボジア、ミャンマーなどの奥地に
行くことも多い。ＮＰＯ法人については、積極的に講演やセミ
ナーなどを行っているほか、『ＮＰＯ法人のすべて』、『ＮＰ
Ｏ法人の会計』、『ＮＰＯ法人の税務』（税務経理協会）など
の著書がある。

＜講師紹介＞＜受講したらこれがわかる！＞
・複式簿記という方法
・仕訳のルール
・仕訳のチカラ
・複合仕訳のヴァリエーション
・振替仕訳のチカラ


