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NPOにとってボランティアはとても重要なパートナーです。今号ではNPO活動に参加するボランティアと、ボランティアを

受け入れるNPOが、互いに協力し合う関係をどのように築いていくかを学んだ「ボランティアの力を活かすコーディネート

講座」（6月21日（火）実施）の様子と、当センターの利用団体からのボランティア募集情報をご紹介します。

◆ボランティアの力を活かすコーディネート講座
講師：合田 茂広 氏（一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター）

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！

ボランティアの力を活か
すコーデネート講座の様
子

クロスロードゲーム※で
意見交換をはかる参加者

日本のボランティア活動は、1995年の阪神・淡路大震災がきっかけで
一般に広がりました（このためこの年は「ボランティア元年」と呼ばれ
ています）。震災時、困った人を助けたいと若者を始め多くの人たちが
ボランティアとして被災地に集まりました。しかし一部の人たちは、自
分の食料や寝床の確保等をせず被災地に入り、ボランティアは迷惑・負
担との声が上がりました。これはボランティア側の準備や心構えもさる
ことながら、ボランティアを受け入れる側の体制も整っていなかった為
であり、きちんと組織化されていれば、一人でも多くのボランティアが、
一日も早く、一人でも多くの被災者を支援できるということをこの震災
で学びました。
ボランティア活動を行う際には、場面場面において、いろいろ気を付け
なければならない点がありますが、例えば災害時においては、次のよう
な心構えが必要です。
①食料や宿泊場所を自分で確保する等、受け入れ側に負担をかけない
②ボランティア先には危険な場所もあり、病気・怪我・事故などに十分
気を付ける。また、ボランティア保険に入るなどの対策をとる

③ボランティア先や支援を受ける人に対して十分配慮した活動を行う
④支援を受ける人やボランティアにもいろいろな立場の人がおり、その
人たち一人ひとりに配慮した活動を行う

また、受け入れ側やボランティアを募る側としても次のような心構えが
必要となります。
①ボランティアは年齢、能力、やりたいことがそれぞれ違うことを理解
する

②初めてボランティアを行う人に対しては、活動の入り口を広くし、
徐々にステップアップできるようにする

③自分の役割や任せられた事に対して、ボランティア自身に責任を持た
せる

ボランティア側、受け入れ側も最後まで活動をやり遂げた達成感を持つ
ことによって、互いの連携が良くなるだけでなく、違う現場でも経験が
活かされます。

※クロスロードゲーム：カードを用いたゲーム形式による防災教育教材のことで、カードに書かれた被災時の対応に関する

設問に対して、参加者がYESかNOで自分の考えを示すとともに参加者同士が意見交換を行いながら進めるゲーム。
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※掲載した情報はHP等から抜粋したものです。詳細については、各団体にお問い合わせください。

◆ボランティア募集情報

◆事前説明会

○日時：7月24日（日）、8月7日（日）10時～11時30分

○場所：新宿スポーツセンター小会議室（新宿区大久保3-5-1）

「しんじゅく防災フェスタ2016」でボランティア活動に関わってみませんか？

ピースボート災害ボランティアセンター
【お問い合わせ先】 電話：03-3363-7967（10時～18時30分／土日祝定休） メール：kyuen@pbv.or.jp

９月４日（日）に都立戸山公園・新宿スポーツセンターで開催される「しんじゅく防災フェスタ2016」では、

みんなが防災・減災を楽しく学べるように、屋外でも屋内でも色々な企画が目白押しです。このイベントをさ

らに盛り上げるために、当日の運営をお手伝いしてくれるボランティアを広く募集しています。個人でのボラ

ンティア参加はもちろん、会社や学校などのグループ単位での参加も可能です。来場者の皆さんと一緒に、楽

しく防災・減災に触れてみませんか？

◆ボランティア活動の内容

○イベント当日の搬入・搬出

○運営補助

○受付、誘導 など

登録ボランティアになりNPO団体・社会貢献活動団体の様々な活動を応援してみませんか？

新宿NPOネットワーク協議会

【お問い合わせ先】 電話：03-5386-1315（9時～21時/第2火曜日は休館日） 担当：山下
メール：hiroba@s-nponet.net

新宿NPO協働推進センターでの諸活動（イベント、講座、緑化等）や、当協議会自主事業の企画、開催時等に

おいて、ご活躍いただくボランティアを随時募集しております。様々な年代の方にご参加いただき、それぞれ

の方の得意な面を発揮して、ご協力いただきます。センターまつりのよう楽しいイベントを始め、講座や交流

会等のような学びながらボランティアしていただけるものなど、いろいろな活動の機会があります。情報交換

を活発に行い、登録者相互の顔の見える関係づくりを進めるとともに、NPO活動への理解を深めたり、NPO団

体との交流を図っていただけることと思います。

◆ボランティア活動の内容

○イベント、講座、交流会等の企画、運営補佐（受付、会場整理、記録等）

○広報活動（ポスターチラシ作り、ＨＰ作成等）

○施設内環境整備（花壇の緑化、施設演出等）など

日本の貧困問題を社会的に解決するために、ともに活動しませんか？

自立生活サポートセンター・もやい
【お問い合わせ先】 電話：03-3266-5744（火曜：12時～18時、金曜：11時～17時）

メール：info@npomoyai.or.jp

もやいでは、ホームレス状態にある人が、アパートで新生活を始めるために、暮らしの基盤づくりをお手伝い

しております。また、もやいでボランティア活動をしてみたい方を対象に、「もやいセミナー」を定期的に開

催しています。活動を通じて見えてきた日本の貧困について、スタッフが自身の体験を踏まえてお話し、ボラ

ンティア活動の始め方についてご紹介します。日本社会の貧困について一緒に考えてみませんか？

◆もやいセミナー概要

○日時：8月5日（金）、8月24日（水）19時～21時

○場所：もやい事務所（新宿区新小川町7-7 アゼリアビル202号）

〇参加費：無料

◆ボランティア活動の内容

○入居支援や生活相談のサポート

○交流事業の運営

○広報・啓発の企画 など

ボランティアの募集はいろいろな団体が行っていますが、下記に現在募集中のいくつかをご紹介します。
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新宿区ウオーキング協会

「海風を受けて東京ゲートブリッジを歩こう、約10ｋｍ」

日時：2016年7月30日（土） 8:40（9:00まで受付）

集合：新木場駅前広場

（江東区新木場1-5）

参加費：一般400円、会員200円、小中学生100円

問合せ：新宿区ウオーキング協会

【電話】 090-3217-4109

【FAX】 03-3208-3531

多言語多読

「第5回多読支援セミナー～多読支援の落とし穴」

日時：2016年8月7日（日） 10:30～17:00

場所：文京学院大学女子中学校・女子高等学校BALスタジオ

（文京区本駒込6-18-3）

参加費：一般2,000円、正会員1,000円、準会員1,500円

問合せ：多言語多読

【電話】 03-6279-3973

【MAIL】 tadokuorg@gmail.com

まちぽっと

「ソーシャル・ジャステス ダイアローグ2016」

日時：2016年8月8日（月） 18:30～21:00

場所：若松地域センター 2階第1集会室

（新宿区若松町12-6）

参加費：無料

問合せ：まちぽっと

【電話】 03-5941-7948

【ＦＡＸ】 03-3200-9250

日本カラ―アートセラピー協会

「小滝橋応援ひろば～カラ―アートセラピーカフェ」

日時：2016年8月8日（月）・22日（月） 19:00～20:30

場所：新宿NPO協働推進センター 401会議室B

（新宿区高田馬場4-36-12）

参加費：500円

問合せ：日本カラ―アートセラピー協会

【電話】 03-5366-9447

※ カラーアートセラピーカフェは事前予約制となっております。

ご予約のない場合は開催されませんのでご注意ください。

新宿NPOネットワーク協議会

「真夏の夜の交流パーティ」

日時：2016年8月25日（木） 18:30～20:30

場所：新宿NPO協働推進センター 屋上

（新宿区高田馬場4-36-12）

参加費：一般2,000円、学生1,500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

＜イベント情報掲載依頼方法＞

◆対象期間：2016年9月1日（木）～9月30日（金）

◆募集締切：2016年8月3日（水）

◆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7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。

✤当センター利用団体を紹介します✤
《 NPO法人 A SEED JAPAN》

8月18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、その活動についてご紹介して頂きます。

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

場 所：当センター4階 401会議室
語り手：NPO法人 A SEED JAPAN
参加費：1,000円

A SEED JAPANは、1991年10月に設立された日本の青年による国際環境NGO（非政府組織）です。国境

を越えた環境問題とその中に含まれる社会的な不公正に注目し、より持続可能で公正な社会を目指し行動し

ています。現在の大量生産・大量消費・大量廃棄のパターンの変更と、地域間・世代間の格差を無くしてい

くことが必要だと考え、環境問題を経済や社会構造そのものから見据え、それらの問題が私たちのライフス

タイルと密接につながっていることを多くの人々に分かりやすく伝え、現在の社会システムを変えていくた

めの提案と行動を起こしています。
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お問い合せ

TEL：03-5386-1315 FAX：03-5386-1318
MAIL：hiroba@s-nponet.net

アクセス

・JR山手線『高田馬場』駅より徒歩15分
・JR中央線『東中野』『大久保駅』より徒歩15分
・西武新宿線『下落合』駅より徒歩12分
・東京メトロ東西線『落合』駅より徒歩10分
・都営大江戸線『東中野』駅『中井』駅より徒歩15分
・都営バス、関東バス『小滝橋』より徒歩4分

(上69、飯64、橋63、飯62、宿08、宿02、百01）

新宿NPO協働推進センターは、NPOを始め社会貢献活動団体を支援する拠点施設です。
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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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）
編集者：西郷 和将 吉田 定信 三上 太紀子 吉川 美菜子 山下 あゆみ

★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）

【すべての子どもを社会で支える！】
【日 時】

８月27(土) 13:30～16:30

【内 容】

経済状況、家庭問題等によって、子ども達の居場所、学習の機会、さらには日々の生活（食事）まで、

十分に与えられないような状況が見受けられます。このシンポジウムでは、子どもをめぐる現状を把握し

地域社会、NPO等が手を組んで子ども達の権利、自由、将来を守れるのかを考えます。

プログラム

＜問題提起＞ 門馬 乙魅 氏（NPO法人CAPユニット）

＜事例発表、トークセッション＞ NPO法人東京シューレ、豊島・生活者ネットワーク、

NPO法人CAPユニット

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】500円

【定 員】50名

【NPO法人の会計講座～会計の仕組みから決算まで】
【日 時】

8月23日(火)、26日(金)、30日(火)、9月2日(金) いずれの日も 18:45～20:45

【内 容】

（23日）NPO法人の会計の仕組みを知ろう

（26日）NPO法人の簡単なバランスシートを作ってみよう

（30日）NPO法人の決算のやり方をマスターしよう

（2日） NPO法人の決算書を作ってみよう

【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

【参加費】全4回 4,000円（各回1,000円）

※連続受講をお勧めします。演習問題を用意していますので、ご参加の際には電卓をご持参ください。


