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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まつりは、NPO活動をより多くの皆さんに知っていただき、NPOとの交流を深める場でもあり

ます。今年は、約9ケ月に渡る“NPOロングランフェスタ2022@新宿”の活動報告会・表彰コンテスト
を3月11日に実施し、12日には交流大会を開催します！

参加団体・参加者は4つの部門に分かれ開催しました。
●A部門：『レッツ・チャレンジ！』新しいスタート・アップ・プロジェクトと協働をはじめよう。
●R部門：『ゴールを目指せ！』昨年から継続してきたプロジェクトの成果を広く分かちあおう。
●B部門：『仲間を集めよう！』今の活動を拡げ、PRを通じて多くの仲間と繋がろう。
●C部門：『イイねしよう！』チャレンジする仲間と活動を拡げる仲間を応援しよう。
A部門とR部門は協働型プロジェクトを推進する団体、B部門は活動をPRする団体の集まりです。
3月11日には活動報告会で成果やメッセージを区民・市民の皆さんと共有します。

《A部門》

A1.「神楽坂コモンズ1st」プロジェクト

A2.「旧江戸城外堀」プロジェクト

A3. デジタル・プロボノ物語

《B部門》

B1. NPO法人 新宿区ウオーキング協会 B2. NPO法人 森とでんえん倶楽部 B3. NPO法人 環境ベテランズ
ファーム B4. NPO法人 環健ネットワーク B5. NPO法人 みんなのことば B6. NPO法人 おとなのバンド
倶楽部 B7. NPO法人 日本同伴犬協会 B8. NPO法人 ひまわりProject Team B9. NPO法人 多言語多読
B10. NPO法人 日本カラーアートセラピー協会 B11. NPO法人 えがおさんさん B12. NPO法人 コンフロ
ントワールド B13. NPO法人 粋なまちづくり倶楽部 B14 .NPO法人 建築ネットワークセンター Ｂ15. 
NPO法人 ストローク会 B16. 認定NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・東京 B17. 任意団体 日本再
起業支援協会 B18. 一般社団法人 ことば B19. 一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会 B20. 学生団
体 ファムカフェ B21. 学生団体 ロータリーの会

《R部門》

R1.「ウォーキングもエキセントリックでいこ
う！」
R2. おいしい防災食・米粉編・プロジェクト
R3. 新宿小滝橋ウクレレ・プロジェクト

◆エントリー団体

◆3月11日（土）活動報告会・表彰コンテスト

■日時：3月11日（土）11時～15時■場所：新宿NPO協働推進センター501会議室
これまでの9ヶ月間に渡って、協働型プロジェクトやPR活動を進めてきた参加団体がその成果を発表

します。期間中、団体に助言や支援を提供くださった「協働サポーター (各分野の実務家・専門家)」
たちが当日、報告会へ出席し、特設サイトで応援者の皆さまから寄せられた「イイね！」の数も参考に
した上で大賞を決定します。

※3月11日の報告会で発表またはビデオ・メッセージで参加する予定の団体は下線を引いてあります。

一方、区民・市民の皆さんやNPOに関心をお持ちの方々は、当イベントではC部門と
させていただいています。特設サイト上、A部門・R部門・B部門の活動やPRに対して
「イイね！」ボタンを押すことにより、C部門への参加が可能です。詳細はこちらのサ
イトから。URL（https://snponet.net/festa/）

是非、ご参加ください！
こちらのQRコードから
特設サイトへ↓

◆NPOロングラン・フェスタ2022@新宿～協働・共創・共感の輪を拡げよう！～
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給水ンク

『リアルなイベントを体感して、同じ想いで繋がろう！』をテーマに、NPOまつりが３年ぶりに復活し
ます‼NPOまつりは、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イベントで
す。団体の活動紹介や体験コーナー、ワークショップなど大人にも子どもにも楽しめるプログラムを用
意しています。特に、今年は ウクレレ演奏会や合唱団によるパフォーマンスや福祉団体によるパン、
クッキーなどの販売を行います。お気軽にご参加ください！大好評のスタンプラリーも実施します!!

◆虹色楽団（おとなのバンド倶楽部）

◆ デュマン（洋菓子） ◆多言語多読

◆ ウクレレ教室（小滝橋ひろば）

■開催日時 ：2023年3月12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■本館・多目的室
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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

【電話】 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：2023年3月25日(土)～4月30日(日)

◆募集締切：2023年2月28日(火)

◆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。

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。

コミュニティ・カウンセラー・ネットワーク

「ストレスマネジメント基礎講座」

日 時：2023年3月5日（日）10：00～12：00

会 場：協働ステーション中央2F会議室

参加費：3,000円

定 員：30名

内 容：ストレスと上手につきあう方法を学ぶ

申 込：HPの申込フォームから

問合せ：コミュニティ・カウンセラー

・ネットワーク

【H P】 http://ccnj.info/

介護サポートネットワークセンター･アラジン

「相続＆不動産なんでも相談」

日 時：2023年3月11日（土）13：00～17：00

会 場：アラジン事務所

参加費：1,000円

申 込：arajin2001@arajin-care.net

問合せ：介護サポートネットワークセンター

・アラジン

【H  P】 https://arajin-care.net/

【電話】 03-5368-1955

日本サイクルスポーツ振興会

「第4回 JCSPA Challenge in 幕張」

日 時：2023年3月26日（日）8：00～15：00

会 場：幕張海浜公園MTBコース

参加費：耐久レース（ソロ4,000円、ペア8,000円）

ショートトラック（2,500円）

マウンテンバイクスクール（1,000円）

スポーツ自転車体験（無料）

問合せ：日本サイクルスポーツ振興会

【H    P】 https://jcspa.or.jp/

【Email】 jcspaevent@gmail.com（山田）

情報オリンピック日本委員会

2023年3月『春季セミナー』

日 時：2023年3月24日（金）～26日（日）

（10：30～18：00）

参加方法：オンライン

参加費：5,000円

定 員：100名 対象者：中学生・高校生・高専生
申 込：HPの申込フォームから

問合せ：情報オリンピック日本委員会

【H P】 https://www.ioi-jp.org/

【Email】 info@ioi-jp.org

✤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 おとなのバンド俱楽部 》

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

♪当センターで行われる「第164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：2023年3月9日（木）18時45分～20時45分 ※是非ご参加ください。

♪3/12（日）交流大会にてライブ・パフォーマンスを披露します!

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 おとなのバンド倶楽部
参加費：無料

～♪大人の、大人による、大人のためのバンド俱楽部♪～
音楽を通して人・地域がつながり、生きがいのある心豊かな社会の実現を目指します。

おとなのバンド倶楽部は、「大人のバンド大賞」コンテストの運営や受賞バンドによるコンサート、虹色楽団
プログラムやDTM講座等の音楽ワークショップ、バリアフリー化や音楽著作権など音楽環境改善のための共同
研究、音楽で人をつなぐネットワーキングなど、全国のアマチュア音楽家への多角的相互支援・共創を行って
います。
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情報・お問い合わせ

TEL：03-5386-1315 FAX：03-5386-1318
Email：hiroba@s-nponet.net URL：https://snponet.net
Facebook：https://www.facebook.com/shinjuku.npo.center

アクセス
〈バスでお越しになる場合〉(いずれの停留所からも徒歩で4分)

・各線 新宿駅 西口より関東バスで｢小滝橋｣下車 (乗車時間10分前後）

西口地下より標柱番号12･14を上がった乗場から出るバス (すべて）

・各線 高田馬場駅 早稲田口より都バスで｢小滝橋 (郵便局前)｣下車

（乗車時間5分前後） 早稲田口を出て目の前、高架下の乗場

〈最寄駅から徒歩でお越しになる場合〉

・東京メトロ東西線 落合駅、西武新宿線 下落合駅より徒歩12分

・JR山手線･東京メトロ東西線･西武新宿線高田馬場駅、JR中央線

東中野駅･大久保駅、都営大江戸線 東中野駅･中井駅より徒歩15分

作成＆発行

新宿区立 新宿NPO協働推進センター
指定管理者：一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会
（〒169-0075 新宿区高田馬場4-36-12）
編集：嶺村富士雄 林幸靖 吉田定信 月岡英人 國府田明子

大槻幸子

≪書籍・参考資料≫
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。

≪パンフレットスタンド≫
社会貢献活動団体のチラシ、中間支援団体の助成金情報
等が揃っています。

≪動画上映：活動紹介≫
利用団体の活動内容
の紹介動画や、当セ
ンター企画のイベン
ト等の動画を上映し
ています。

≪4Fフリースペースをご活用ください！≫
フリースペースは、待ち合わせや休憩及び簡単な打ち合わせ等に利用できます。

≪S-NPO GALLERY≫
利用団体の活動内容
を紹介するパネルを
展示しています。

新宿NPO協働推進センターは、社会貢献活動団体のネットワークづくりの拠点施設です！
センターでは、社会貢献活動団体への施設の貸出しの他、相談や情報提供、講座等、さまざまな事業を実施しています。
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