新宿NPO協働推進センター

広報誌

えぬぽっぷん
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！

自分たちが住む街をもっとキレイで安心安全な街にするために「街のそうじ」をしませんか？

グリーンバード新宿
電話：050-3567-0109 メール：shinjuku@greenbird.jp WEB：http://www.greenbird.jp/team/shinjuku/
新宿区の各地区を楽しく“おそうじ”しています。
事前の連絡や登録などは必要なし！動きやすい格好で、直接集合場所へいけばOK。
そうじに必要な道具も全て団体側で用意。どなたでも気軽に参加いただけます。
◆神楽坂地区

◆大久保地区

○日時：7月6日(日) 13時15分～

○日時：7月24日(木) 13時45分～

○場所：神楽坂 毘沙門天前

○場所：JR新大久保駅近く

※毎月第一日曜日を予定

※毎月第四木曜日を予定

◆戸山・若松地区

◆早稲田地区

○日時：7月19日(土) 10時15分～

○日時：7月26日(土) 10時15分～

○場所：戸山公園・箱根山地区（花の広場）

○場所：早稲田大学大隈講堂

※毎月第三土曜日を予定

※毎月第四土曜日を予定

東日本大震災支援のために、被災地や東京でボランティアに関わってみませんか？

一般社団法人 ピースボート災害ボランティアセンター（PBV）
電話：03-3363-7967（10:00～18:30／土日祝定休） WEB：http://pbv.or.jp/ 担当：合田
東日本大震災の被災地である宮城県石巻市・女川町中心の活動と、それを後方支援する東京事務局での活動。
場所も期間も内容も選べるので、ぜひお申し込みを。
◆東北（石巻・女川）でのボランティア

◆東京事務局でのボランティア

○イマ、ココ プロジェクト。【活動6日以上】

○事務局ボランティア【いつでも/活動1日～】

石巻市牡鹿半島の漁村にて、浜の漁師さんのお手伝い。

ボランティア派遣の後方支援、防災・減災プロジェク

○仮設新聞 配達ボランティア 【活動2日間～】
地域のニュースや仮設住宅を住みこなすコツなどをまと
めた「仮設きずな新聞」を戸別訪問して「手渡し」。
○記者ボランティア 【いつでも／活動1ヶ月～】
「仮設きずな新聞」を制作する。過去PBVでのボラン

ティア経験がある方対象。

ト、街頭募金や入力作業などの運営事務など、東京事
務局のお手伝い。
○事務局インターン【いつでも/活動1ヶ月～】
事前面談の上、週３回～のシフトで、東京事務局でプ
ロジェクトや広報活動を行う。基本的なパソコン操作

が可能な方対象。
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仕事、学校の時間の後や週末を利用し、継続的に活動してみませんか？

特定非営利活動法人 A SEED JAPAN
電話：03-5366-7484 メール：info@aseed.org WEB：http://www.aseed.org/
「何かやりがいのあるコトがしたい」「仲間といっしょに成長したい」「何か楽しそう」
いろいろな想いを持った10代～30代までの大学生や社会人がA SEED JAPANには集まっています。
A SEED JAPANは年齢に関係なく「あだ名」「ため口」でコミュニケーションするという文化を持ち、環境問題の
中に内在する社会的不公正を解決することを目的に活動しています。
◆オリエンテーション（団体説明会）
○日時：6月29日(日)、7月12日(土)、8月24日(日)
いずれも時間は14時～16時を予定。
○場所：A SEED JAPANオフィス
（東京都新宿区新宿5-4-23）
○現在活動中のチーム・プロジェクト：
エコ貯金、ケータイゴリラ、未来生活now
エネルギーとまちづくり、エシカルメタル
○申込：WEBサイトの「活動メンバー募集」→

◆活動内容（例）：やる気があれば、何でも出来ます！
○イベント、勉強会、シンポジウムなどの企画・運営。
○野外イベントなどでのブース出展。
○企業・行政担当者との対話、政策提言。
○ダイレクトアクションの企画・実施
（国際会議でのパフォーマンスなど）。
○冊子・WEBサイト・メルマガなどの企画・作成、
プレスリリース発行、マスコミ対応などの広報活動。
○会員や寄付の拡大、資金調達、人材育成。

「参加お申込みフォーム」よりお申込ください。

HIV/エイズに関わるボランティアをしてみませんか？

特定非営利活動法人 ぷれいす東京
電話：03-3361-8964 メール：office@ptokyo.org WEB：http://www.ptokyo.com/ 担当：牧原
HIV/エイズに関する支援と予防啓発活動などに取り組んでいます。
性別、年齢、セクシュアリティ、知識や経験は不問。興味があればどなたでも参加可能です。
ただし、3日間の基礎研修受講と、修了後必ず1年間は活動に参加できる方が対象です。

まずはオリエンテーションに参加いただき、活動への参加についてご検討ください。
◆活動内容

◆オリエンテーション概要

○HIV/エイズ電話相談（感染不安のための電話相談）

○日時：9月6日(土) 14時～16時

○バディ（HIV陽性者のための直接ケア）

○場所：新宿NPO協働推進センター 501会議室

○ゲイによるゲイ・コミュニティ向け予防啓発活動

○当日の問合せ先：080-5387-8341

○女性向け予防啓発活動

○ネスト・プログラムの運営のサポート
○Web作業、事務局作業のお手伝い など

ボランティア活動といっても、どんな活動があ
るのだろう？
自分がどんな活動をしたいのか・できるのかが
わからないので誰かに相談したい。
…そんな方におすすめなのが、新宿区社会福祉協
議会で行なっている『ボランティア相談日』。

窓口でボランティアに関する相談ができ、希望
に合いそうな活動があれば紹介してくれるとのこ
と。相談される場合は、事前に電話でご予約くだ
さい。
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◆研修

○日程：9月14日(日)、15日（月）、21日（日）
○時間：各日10時～17時の予定

＜ ボランティア相談日 ＞
◆新宿区社会福祉協議会 高田馬場事務所
（予約電話番号：03-5273-9191）
毎週火曜日 8時30分～19時

毎週土曜日 8時30分～17時
◆新宿区社会福祉協議会 東分室
（予約電話番号 03-3359-0051）
毎週木曜日 8時30分～17時
上記以外の曜日や、各地域のボランティア・地
域活動サポートコーナーでも、相談可能です。

※掲載した情報は抜粋したものです。詳細については、各団体にお問い合わせ下さい。

センター登録団体のイベント情報や、活動に役立つ講座等を紹介します！
シャプラジュニアイベント

東京自殺防止センター講演会

中高生スタディツアー報告会

死を意識する生き方・死への準備

日時：7月19日（土） 16時～18時

日時：7月19日（土） 16時～17時30分

場所：早稲田奉仕園キリスト教会館6階AB

場所：日本基督教団シロアム教会 会堂

（新宿区西早稲田2-3-1）

（新宿区新宿区大久保3-10-1）

参加費：無料（第2部のみ対象は小学生～高校生まで）

参加費：無料

問合せ：シャプラニール＝市民による海外協力の会

問合せ：国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター

【電話】03-3202-7863

【電話】03-3207-5040

【MAIL】event@shaplaneer.org
公開講演会

ホリスティックアロマセラピー協会

福島からの避難者の心

高齢者施設でアロマセラピーを始める前に

日時：7月21日（月・祝） 13時～14時30分

日時：7月27日（日） 11時～13時（開場：10時45分）

場所：新宿NPO協働推進センター 5階501会議室

場所：協会内セミナールーム

（新宿区高田馬場4-36-12）

（新宿区三栄町18-20 パークサイド四谷301）

参加費：無料

参加費 ：3,500円(会員）、4,500円（一般）

問合せ：健康心理教育実践センター

問合せ：ホリスティックアロマセラピー協会

【HP】http://shinjuku.genki365.net/gnks12/mypage/

index.php?gid=G0000073

【電話】03-3355-7388

【MAIL】info@holistic-aroma.or.jp

定借事業の専門家を育成

市民とNPOの交流サロン

第１回定借プランナー資格認定講座

人と企業と団体を繋ぐコミュニケーション技法

日時：7月27日(日) 9時30分～17時

場所：工学院大学 3階 アーバンテックホール
（新宿区西新宿1-24-2）
参加費：16,000円（新宿区在住・通勤されている方）
18,000円（一般）
問合せ：首都圏定期借地借家権推進機構
【電話】03-5155-7821
【MAIL】info@teisyaku.jp

－相手から情報を引き出すためのコーチングスキルの活用法ー

日時：7月28日（月） 19時～21時
場所：新宿NPO協働推進センター 401会議室
（新宿区高田馬場4-36-12）
語り手 ：東京ビジネスネットワーク活性化協会
参加費 ：1,000円
問合せ ：新宿NPOネットワーク協議会
【電話】03-5206-6527
【MAIL】hiroba@s-nponet.net

代理お見合いで少子高齢化問題と向き合う！

親御様お見合いサポート会
日時：8月9日(土) 13時30分～17時
場所：戸塚地域センター
(新宿区高田馬場2-18-1)
参加費：無料
問合せ先：結婚相談NPO
【電話】：050-3077-2411
【HP】http://bridal-npo.org/

＜イベント情報掲載依頼方法＞
◆対象期間：開催日が8月16日～9月15日
◆募集締切：7月20日
◆対象団体：当センター登録団体
◆掲載件数：7件（1団体1号につき1件まで。応募
が多い場合は、開催地が当センターや新宿区内のイ
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
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「内藤とうがらし」とは、江戸時代に新宿御苑

から高田馬場にかけて盛んに生産されていたトウ
ガラシの一種。都市化に伴い栽培されなくなって
いった「内藤とうがらし」を、名産物にしようと
いうのが“内藤とうがらし再興プロジェクト”です。
栽培には、高田馬場周辺の企業・団体・飲食店
や市民が関わっており、今年から新宿NPO協働推
進センターも参加することとなりました。
5本の苗にそれぞれ名前をつけて、大切に育てて

NPO法人の会計講座
～日常取引の仕訳処理を学ぶ～
日 時：7月10日、15日 、17日
各回とも18時30分～20時30分
内 容：会計の実務的な処理方法。未収金、未
払金、預り金など、うやむやにしがち
な点の正しい処理の仕方
場 所：新宿NPO協働推進センター401会議室
参加費：各回1,000円

いるところです。今後をお楽しみに！！
６月４日
植えたばかりの苗たち。
まだまだ背丈も葉も小さい。

NPOのための組織マネジメント講座
日 時：7月27日、8月3日、10日
各日12時30分～、15時～ 全6回
内 容：活動を発展させ、事業を継続させるた
めの、的確な組織運営方法・組織マネ
ジメントの重要性
場 所：新宿NPO協働推進センター401会議室

6月23日
かわいい白い花が!!
実を付けるのが待ち
遠しいです。
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参加費：各回1,000円
★参加希望の方は、電話、FAX、メールにて、
センターへご連絡下さい。（下記問合せ先）

