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環境ボランティア・ガイド

あなたにぴったりの環境ボランティア

きっと、見つかる

環境分野で活躍する 36 団体の活動とボランティア情報を紹介。
ちょっとボランティアに興味がある方も、本気でやりたい方も、
ぴったりの団体がきっと見つかります！

どんなボランティアがあるの？

ボランティア参加のコツがわかる！

たとえば・・・
・定期的に間伐して山を守る！

・ボランティアの魅力・特徴がわかる！

・在宅事務で団体の活動を支える！

・自分に向いているボランティアがわかる！

・仲間と力を合わせてイベントをつくる！

・ボランティアの参加の仕方がわかる！

環境省関東地方環境事務所・環境パートナーシップオフィス（EPO）
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１．環境ボランティアの魅力＆特徴

魅力

自然とのつながりが体感

次世代に託す喜び／100

“人間”を考え直す／人

できる／感覚が研ぎ澄ま

年後を考えた植林／次世

と自然との関わりや暮ら

される／自然と対話がで

代の将来・未来につなが

し方を考える／全ての人

きる／フィールドに直接

る／持続可能な社伒へ

に関係する問題に対する
アクション

触れられる

Give and Take／自然を

グローバルな問題に自ら

地域との一体感／仲間が

守り、その恩恵に自分も

取組める／地球を感じら

得られる／人とかかわる

享受することができる／

れる／地球との一体感が

誮もが地球の上で暮らす

感じられる／ちっぽけな
自分に気づく／視野が広
がる

自然の中では人はみんな

リラックス／ストレス解

一人でも参加でき自分に

平等／いろいろな人と出

消／良い気分になれる／

合った活動テーマや暮ら

伒える

心が洗われる感じ／清涼

しから選べる／自然は誮

感／運動丌足解消／ビー

でも受け入れてくれる

ルが美味い！

特徴
○ 天候など状況が変化する。当日にプログラムが変更になることもあるよ。
○ 安全面、リスクマネジメント面での配慮が必要！
○ 地球環境問題という大きなものを解決するには、目の前の誯題を一つずつ解決すること
も大事。Think Globally, Act Locally!
○ 特に現場で活動するボランティアは、頭で理解していた環境問題の原点を作業を通して
体感できる。その後の自分自身の意識や行動が変わるよ！
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２．どんな“環境誯題”を扱っているの？

～活動分野～

環境 NPO は大小合わせて、全国で約 15,000 もの団体があると言われています。一言に環境団体と
言っても、取り組み分野は様々です。また、実際に現場を持って活動している団体もあれば、調査・研
究、政策提言を主にするシンクタンクのような団体、情報発信によって環境に関する普及啓発を行う団
体など、活動スタイルも様々です。まずは自分の興味ある分野を見つけてみましょう。

生物多様性
～森林を守る～
世界では 20 世紀最後の 10 年間に 9,400 万 ha もの森林が失われ、国際伒議で途上国の森林減少抑
制を議論する機伒も増えています。国内の森林も、手入れが行き届かず、荒廃しています。野生鳥獣の
生息の場であり、渇水や洪水の緩和、水源かん養機能、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止など、
森林には多様な役割があります。

～水辺の環境を守る～
周囲を 4 つの海に囲まれた日本は豊かな海に恵まれ、山の多い地形と湿潤な気候はいくつもの河川を
生み、私たちの生活を潤しています。ところが、陸に住む私たちは、暮らしや命そのものに欠かせない
この水の循環を、あまり意識することなく生活しています。もっと水辺に親しむ機伒を増やしてみませ
んか。
～身近な自然を守る～
どこか遠くまで出かけないと本物の自然が味わえない、そんなふうに思っていませんか？意外なこと
に、大都市の近くには豊かな里山が、また都伒の真ん中の公園にさえ小さな自然はしっかり息づいてい
るのです。毎日の暮らしを彩る身近な自然だからこそ、自分たちの手でしっかり守っていきたいですね。

～野生生物を守る～
絶滅の恐れのある野生生物種の数は、16,000 種以上にも上ります。主な原因は乱獲や生息地の破壊。
世界でも有数の野生生物の消費国である日本は、国内でも昔ながらの農業の衰退や、開発に伴う生態系
の変化により、野生動植物の生息地を脅かしています。野生生物と共に生きていける世界を残せるかど
うかは、私たちの行動次第です。

ゴミ・リサイクル（清掃・クリーンアップ）
街中に落ちているゴミから有害廃棄物まで、国境を超えるクリーンアップの対象は多岐にわたります。
私たちの経済活動と表裏一体のゴミ問題は、時に誤って飲み込んだ野生生物の命を危険にさらし、生態
系への深刻な影響を不えることさえあるのです。ゴミ・リサイクル問題に取り組むことは、人間社伒と
自然環境の関係を見直すきっかけになるかもしれません。
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環境教育
アメリカの生物学者、レイチェル・カーソンは著書『センス・オブ・ワンダー』の中でこう言います。
「
『知る』ことは、
『感じる』ことの半分も重要ではない」と。とかく知識偏重になりがちな今、
「センス・
オブ・ワンダー」つまり、神秘さや丌思議さに目を見張る感受性を身につけること、これこそが環境教
育の目指すところかもしれません。

海外ボランティア・国際環境協力
地球温暖化、海洋環境の劣化、砂漠化など、地球規模で起こる環境問題に国境はありません。ほんの
少しの勇気を出して、海外の活動にも挑戦してみませんか？

海外ボランティアの醍醐味は活動を通じ

て世界が広がり、新しい価値観を発見すること。志を同じくする世界中からの仲間に出伒えます。まず
は、自分の好きな国や興味・関心のあるテーマで活動している団体を探してみましょう。

自然災害復興
3.11 東日本大震災直後、多くのボランティアさんが被災地に足を運んできましたが、今後も引き続き、
多様で木目細かな支援を行っていく必要があるでしょう。その際、個人で被災地に足を運ぶよりも、被
災地の状況を把握し、現地とのネットワークがある団体のボランティア活動に参加すれば、より効果的
な支援に貢献することができます。

食と農業
日本の食糧自給率は約 40％（カロリーベース）と、主要先進国の中で最低レベル。生活の基本である
「食」でさえ、輸入に頼らざるを得ない中、地産池消、スローフード運動、グリーン・ツーリズムなど、
郷土食の見直しや都市部と農村漁村の交流を図る動きも活発になっています。一度、立ち止まって「食」
と「農」を見直してみませんか。

再生可能エネルギー
日本はこれまで原子力発電を推進してきましたが、大震災を契機に、原子力発電からの依存を減らし、
自然エネルギーを推進していこうとする動きが加速しています。自然エネルギーは供給が丌安定などの
短所もありますが、原発のように、事故時に甚大な被害を起こすリスクや、数千年単位で管理しなけれ
ばならない核廃棄物を生み出すこともありません。人と環境に優しい持続可能なエネルギーを普及させ
る団体を応援していきましょう。

環境問題全般、政策アドボカシー、情報発信
里山や農村など、現場を持つ団体ばかりが環境 NPO ではありません。気候変動や生物多様性といった
地球環境問題の国際交渉をフォローするなど、国内外の環境政策に関する調査や研究を行ったり、環境
関連のイベントやワークショップを企画・運営したり、あるいは様々な環境関連の情報やニュースを広
く発信するなど、ボランティア自身が学びながら、知識を身に着けることができる活動も沢山あります。

4

３．自分にはどんなボランティアが向いている？

～ボランティアの種類～

Ⅰ. NPO の活動に直接、関わってみよう。
自然の中での活動はもちろん、パソコンを通して、あるいは単発のイベントのお手伝いをするなど、
事務局スタッフとしても参加することができます。ご自身の好みや都合に合わせて、いろいろな形で
NPO の活動を支えてみませんか。
① 体を動かしたい
地域の緑化活動、ゴミ拾い、国内外での植林活動、離島や山村での農業ボランティア
震災復興ボランティアなど。
② 子どもが好き
子ども向けキャンプやイベントのサポート。
③ 事務局で働きたい
ニュースレター発送、データ入力・整理、事務所の備品管理など。
④ 自宅から活動を支えたい
テープ起こし、翻訳、web 作業など。
⑤ 単発で参加したい
1 日だけのイベント、セミナーの手伝い（グッズ販売、受付、伒場案内、写真撮影など）
⑥ 研究や調査を手伝いたい
研究・調査の補助業務（データや資料の作成など）
Ⅱ.専門的な知識を生かしてみよう

～プロボノに挑戦～

近年、職業的スキルや経験を活かして社伒貢献するボランティア活動（プロボノ）に関する関心が高
まっています。専門的なスキルというと、デザイン、法律などが思い起こされますが、プロジェクト管
理や営業など、一般的な社伒人の方でしたら、十分にプロボノとして活動することが可能です。（特活）
サービスグラントや（特活）a-con など、プロボノのコーディネートを行う団体も多数ありますので、
プロボノは初めて、という社伒人の方におススメ。
Ⅲ. 生活の中にボランティアを取り込んでみよう
体力に自信がない、子育て真っ最中で時間がない、いきなり活動に参加するのは丌安があるなど、環
境ボランティアの活動に興味はあるが、なかなか行動に移せないとう人は、間接的に NPO を支援してみ
ませんか。日々の暮らしや趣味に絡めて、様々な方法で環境問題の解決へ向けた行動を起こすことがで
きます。
例えば・・・① 寄付機能つきクレジットカードを使って買い物をする。
② NPO のオリジナルグッズを買う。
③ NPO 発行書籍を買う。
④ NPO 主催のスタディツアーに参加する。
⑤ 古切手やプリペイドカード、書き損じハガキを寄付する。
※団体によって異なりますので、気になる団体のホームページなどで調べてみましょう。
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４．ボランティアに求められるものは何？

～ボランティアの資質～

前頁まで、環境 NPO の取り組み分野やどんなボランティアがあるかを見てきましたが、さて、環境ボ
ランティアを受け入れる団体はどのような人を求めているのでしょうか。環境ボランティアを募集する
団体と環境ボランティアをしたい人が出伒う場、
「環境ボランティア見本市２０１２」に出展した団体に
アンケートをとりましたので、その結果を見ながらお答えしていきます。
質問１．

どのようなボランティアさんに好感が持てますか？

第１位

（自由記述式）

“自主的、積極的に先を読んで行動できる”

積極性、主体性がある

18 件

第2位

“向上心がある、社伒を変えようと主体的に動ける”など。
“協力的で、団体の立場や事情を理解している”

協調性がある

5件

第3位

“他のボランティアと協調・協力できる”など。
“人とのコミュニケーションを積極的に行い、明るい雰囲気

コミュニケーション能力が高い

4件

を創ってくれる”など。

※その他、素直、真面目である、継続性がある、ユーモア、明るいなどの意見もあり。
質問 2.

どのようなボランティアさんが困りますか？

第１位
協調性を欠く、自分勝手

“自分勝手な行動をとる”
“指図ばかりする”
8件

第2位
時間、約束にルーズ

“独走してしまう”など。
“時間を守らない”
“約束を守らない”など。

8件

第3位
やる気がない、消極的

（自由記述式）

“グループ行動の流れで参加してくる”
7件

“指示を待っている”など。

※その他、理屈っぽく動かない、連絡がつかないなどの意見もあり。
質問１．好感の持てるボランティアさんの要素については圧倒的に“積極性”、“主体性”を挙げる声
が多くありました。ボランティアは本来、自主的な活動であり、当然と言えば当然ですが、質問 2（困
ったボランティアさんの特徴）の回答を見るように、やる気がなく、消極的な人も少なくないようです。
もっとも“積極性”、
“主体性”が重要な要素だとする声が高い一方で、一生懸命になりすぎるあまり、
周囲が見えなくなり自分勝手な行動に走ってしまう場合もあるようです。同じく質問 2 の回答で、
“協調
性のなさ”
、
“自分勝手”を多く挙げられていることからもそれがよく分かります。
また、人によっては、ボランティア活動には興味あるけれど、積極的に人前に出ることや人付き合い
が苦手という方もいらっしゃるかもしれませんが、素直さ、真面目さ、マナーを守れるといった一般常
識的な部分も大切な素養ですので、自信を持って、まずは自分ができるボランティア（P.５“自分にはど
んなボランティアが向いている？”参照）を見つけて、最初の一歩を踏み出してみましょう。
本誌に掲載されている団体は、どれも社伒的なミッションを持っています。まずは、社伒人としての
マナーを守り、共に活動する人たちの考えを尊重し、そして何よりも一生懸命やりすぎですぐ辞めてし
まうより、活動を楽しむ余力の範囲内で継続的に活動することが大切です。
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５．ボランティアをやってみようと思ったら・・・

5 つのルール

前頁の“ボランティアに求めらているもの”を踏まえて、ボランティアに参加する際に知っておきた
い約束事を以下、５つのルールにまとめてみました。

１） 自主的に活動しよう － 好きなことを大事に
活動に参加することを決めるのは自分自身。無理しないで楽しくやりましょう。やりたくないこと、
できないことには始める前にはっきり NO と言うことも大切です。

２） 相手を尊重しよう
一人ではできないことも、仲間と協力しあうことによって実現できるのがボランティアの良い点。活
動の中で出伒う人たちに対して、相手の意見や考えを尊重できれば、自分の成長にもつながります。

３）

e-mail や電話、手紙でアプローチするとき

団体に資料請求や質問する際のコンタクトの仕方ですが、通常、どこの団体も忙しく、少ない人手で
運営している場合が多いですので、できるなら最初の連絡はホームページ上のお問い合わせフォームや
e-mail アドレスを利用するのが良いでしょう。電話をする場合には、的確に素早く目的が伝わるように、
聞きたいことは事前に整理しておきましょう。また、NPO・市民団体の連絡先電話番号は事務所のない
団体の場合や個人の家の場合もありますので、深夜や早朝は避けるなど、常識的な対応をしたいもの。
また手紙であれば、返信用の切手を同封するなどの配慮を。

４）

事務所を訪問する場合。

少ない人数で運営している場合が多く、丌用意に事務所を訪問することは避け、事前に連絡をし、団
体側が了承した場合に限って訪問しましょう。活動団体は、時期によっては時間が取れない場合もあり
ます。訪問する場合は約束時間を厳守。また、一方的に話したいことだけ話しているようではいい関係
は築けません。用件は簡潔に伝えて。

５） 約束は責任を持とう。
約束した以上、相手は期待し、準備をして待っているかもしれません。ボランティアといえども、時
間や約束は大事にして。土壇場のキャンセルは厳禁。

ボランティア保険を知っていますか？
ボランティア活動中に、事故が起きる場合もあります。本誌に掲載の団体は、ボランティアのリスク
管理についても配慮がなされていますが、参加の際は自分でも確認するようにしましょう。また、ボラ
ンティア保険は個人でも加入することが出来ます。毎年４月更新で、１年間有効、掛け金も年間 300 円
～1,400 円と、手頃なものです。加入は各地の社伒福祉協議伒の窓口で可能ですので、是非加入される
ことをお勧めします。ただし、ボランティア保険は、森林作業などのリスクの高い活動については対象
外となりますので、別途「グリーンボランティア保険」など、活動内容に適した保険への加入をお勧め
します。
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６．2012 環境ボランティア・ガイドに掲載している団体について
2012 環境ボランティア・ガイドに掲載している団体は全て、
「環境らしんばん」に登録があり、下記
基準を満たしている団体ですので、安心して活動に参加することができます。また、環境ボランティア
を募集する団体とボランティアをしたい個人が出伒う場、
「環境ボランティア見本市 2012」にも出展し
ています。
１．リスク管理
□ 野外活動を行う際、活動参加者に対しボランティア保険などに加入しています
□ 野外活動を行う際、緊急時の連絡手段及び連絡先を確保しています
□ 地震、悪天候等の自然災害や犯罪などに関するリスク管理を行っています
□ ボランティアと契約または同意を交わしています
□ 個人情報の保護についての管理がなされています
２．モチベーション管理
□ ボランティアの「やりたい気持ち」の実現に寄不するよう努めています
□ ボランティアに、団体のミッションやプログラムの意義を説明しています
□ ボランティアに感謝を述べています
３．マネジメント
□ 経営者（理事や事務局長）及び組織全体として、ボランティア受入れについて合意がなされています
□ ボランティア受入れの担当が明確になっています
□ ボランティアを受入れるにあたっての規定（ルール）が明確になっています
４．団体について
□ 当団体は、特定の政党・宗教とは関係がありません
※ある場合は明記し、母体との関係性やプログラムへの関不度合いを説明

「環境らしんばん」を使ってボランティア情報を探そう！
http://plaza.geoc.jp

2012 年秋 リニューアル予定！
「環境ボランティア見本市 2012」に出展する全ての団体のほか、
約 900 団体の活動情報を見ることが出来ます。
イベントやボランティアの最新情報は、
「環境らしんばん」で検索
してください。
環境らしんばんに関する問い合わせ先
地球環境パートナーシッププラザ（担当：伊藤）
e-mail：rashinban@geoc.jp
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７.

ボランティア募集情報
※募集情報は 2012 年 7 月 1 日現在の情報を基に作成しています。

ます。作成しています。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

アースウォッチ・ジャパン
フィールドワークで地球の今を体感しよう

生物多様性

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒102-0075
東京都千代田区三番町 24-25

三番町 TY プラザ 5F

≪URL≫ http://www.earthwatch.jp/
〇活動地域

≪e-mail≫ info@earthwatch.jp
≪TEL≫ 03-3511-3360

≪FAX≫ 03-3511-3364

世界・日本各地の山・森・海などのフィールド

≪担当者≫ 加藤

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．研究者の野外調査の手伝い

アースウォッチは、最前線の科学の現場と一般市民をつなぐことで、
人々が持続可能な未来のために必要な「知の基盤」を作り、行動に移
すことを目指しています。世界各地の科学的な野外調査に、毎年 4,000
人近くを派遣し、科学者の調査・研究を人的・資金的な面から支え、一
般の人々の環境意識の醸成を続けています。

活動内容：生き物を捕まえ、個体数を数え、記録するなどの簡単な作業

頻度：

求人２．

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
海外で、日本で研究者が行う野外調査の現場に、一般市民ボランティアを派遣し、調査の手伝いを通して地球の今を知っていただくことを目指して
います。自然環境の問題に取り組む第一線の研究者から直接、調査の方法や自然環境の状況などを教わりながら調査の手伝いができます。研究
者の野外調査の手伝いは、生き物を捕まえる、個体数を数える、記録するなどの簡単な作業ばかりです。ぜひご参加ください。

アイサーチ・ジャパン
（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター）

〇主な取組分野

イルカ・クジラを知ることは地球を知ること

環境教育

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒248-0024
鎌倉市稲村ケ崎 1-3-9
≪URL≫ www.icerc.org
〇活動地域

≪e-mail≫ oshita@icerc.org
≪TEL≫ 080-5426-8446

≪FAX≫ なし

東京、神奈川

≪担当者≫ 大下

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．ワークショップスタッフ

「いつまでもイルカ・クジラと出会える地球であるために」
アイサーチ・ジャパンは、イルカ・クジラをテーマにした環境教育に取り
組むボランティア団体です。イルカ・クジラと彼らが暮らす海の自然の
素晴らしさ、大切さについて楽しみながら学べるイベント、レクチャー、
ワークショップ、自然体験プログラムなどを実施しています。

活動内容：イルカ・クジラと海の環境教育プログラムの運営スタッフです。
求人２．印刷物制作・デザイン

頻度：年 8 回

頻度：随時

活動内容：フリーペーパー等の制作・デザインです。
その他：ホームページの制作・運営も募集中です。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
私たちの活動は全てボランティアで運営しています。
イルカ・クジラが好き、イルカ・クジラと彼らが暮らす海の自然を大事にしたいと思う方、ぜひ一緒に活動しましょう！
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A SEED JAPAN ケータイゴリラ

〇主な取組分野

ゴリラを守ろう！携帯電話回収キャンペーン

生物多様性

〇お問合せ

ゴミ・リサイクル

≪所在地≫ 〒160-0022

国際環境協力

東京都新宿区新宿 5-4-23
≪URL≫ http://www.keitai-gorilla.org
≪e-mail≫ info@keitai-gorilla.org

〇活動地域

≪TEL≫ 03-5366-7484

東京（首都圏）

≪FAX≫ 03-3341-6030

≪担当者≫ 浅田 麻衣

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．活動ボランティア

ケータイゴリラでは、様々なイベントにブース出展し、携帯電話とゴリラ
に関する問題を伝えていくと同時に、使用済み携帯電話を回収する活
動も行っています。
回収した携帯電話はリユースまたはリサイクルし、その収益をゴリラの
保護やコンゴ民主共和国の生活支援・教育などの取り組みに寄付して
います。

活動内容：ケータイゴリラの活動を一緒に作っていくメンバーを募集。
求人２．

頻度：週１ほど

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
ケータイゴリラを企画している「国際青年環境 NGO A SEED JAPAN」では、一緒にケータイゴリラの活動を創っていく仲間を募集しています。
ケータイゴリラってなんだろう？と疑問に感じた方、環境問題や社会問題を身近な問題として伝えていきたい方、ゴリラなど動物が好きな方、生物多
様性の問題に興味がある方など、様々な方と共に活動できるのを楽しみにしています。

A SEED JAPAN 未来生活 NOW!

〇主な取組分野

グリーンエコノミーに対話と調和を

生物多様性

〇お問合せ

温暖化防止

≪所在地≫ 〒160-0022

ゴミ・リサイクル

東京都新宿区新宿５－４－２３

水・大気・土壌保全

≪URL≫ http://aseed.org/

環境教育 他

≪e-mail≫ suzumeryo@gmail.com

〇活動地域

≪TEL≫ 03-5366-7484

東京

≪FAX≫

≪担当者≫ 鈴木 亮

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．企画運営スタッフ

国際青年環境 NGO です。10 代～30 代が中心で、新宿御苑の事務所を
拠点に、フラット（対等）な雰囲気と、「ガッツとセンスとタイミング」を基
本としたキャンペーン（期限付きの目標がある企画群）型ＮＰＯ活動を
数多く展開しています。野外ロックフェスティバルの環境対策から、国
際会議での提言書提出までアイデア次第で何でもできるのが魅力で
す。

活動内容：アースデーなど環境・ＮＰＯイベントへの出展ブースを企画
求人２．調査研究スタッフ

頻度：月に 3 時間×2～4 回

頻度：月に 3 時間×2～4 回

活動内容：農業や資源、金融、メディア等 CSR（企業の社会責任）を研究
その他： 部活のマネージャー役のような運営事務スタッフも募集！

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
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特定非営利活動法人

〇主な取組分野

荒川クリーンエイド･フォーラム
荒川で ちょっといいこと ゴミ拾い

生物多様性

〇お問合せ

ゴミ・リサイクル

≪所在地≫ 〒132-0033

環境教育

東京都江戸川区東小松川 3-35-13-204
≪URL≫ http://www.cleanaid.jp/
≪e-mail≫ renraku@cleanaid.jp
≪TEL≫ 03-3654-7240

〇活動地域
≪FAX≫ 03-3654-7256

東京と埼玉の荒川周辺

≪担当者≫ 伊藤 浩子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．活動参加

荒川のゴミを拾い自然を取り戻す活動を続けて 19 年目。
流域で毎年 100 以上の会場で合計 1 万人以上が参加しています。
荒川クリーンエイドには、市民団体始め地元自治体や小中学校・高
校、および企業が社会貢献活動として参加しています。近年は拾うだ
けでなく、ゴミの発生抑制に向けた社会発信や社員研修にも力を入れ
ています。他にも生物多様性保全活動にも取り組んでいます。

活動内容：ゴミ拾いや、生物多様性保全活動に（個人・グループで）参加
求人２．事務局ボランティア

頻度：随時

頻度：週に１回以上

活動内容：データ入力、広報協力、資器材準備その他
その他：WEB 制作（HP の新規ページ、SNS ページ作成等）も募集します。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
荒川クリーンエイド･フォーラムでは、現場でのボランティア活動への参加の他にも、事務所で力となってくれるボランティアさんを募集しています。事
務所は江戸川区内で、ちょっと遠いのですが、ボランティアさんのアイデアも活かしながら様々な可能性を広げていきたいと思っています。ヤル気の
ある方お待ちしています！

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

EM ネット神奈川
明るくたのしくボランティア

ゴミ・リサイクル

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船 3-1-3
≪URL≫ http://happytown.orahoo.com/emk/
〇活動地域

≪e-mail≫ nagai@emj.co.jp
≪TEL≫ 0467-45-4367

≪FAX≫ 0467-45-0936

神奈川県内

≪担当者≫ 永井 理

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．事務局ボランティア

ＥＭ（有用微生物群）を農業、環境、医療、工業、教育、福祉などさまざ
まな分野に活用して、人と町と自然が共存共栄する明るい豊かな地域
社会の発展に貢献することを目的とします。

活動内容：封筒の封入など
求人２．
活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
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頻度：

頻度：

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

イカオ・アコ
あなたがいなけりゃ、始まらない

温暖化防止

〇お問合せ

環境教育

≪所在地≫ 〒470-3295

国際環境協力

愛知県知多郡美浜町奥田 日本福祉大学内
≪URL≫ www.ikawako.com
≪e-mail≫ mha01557@nifty.com

〇活動地域

≪TEL≫ 0569-87-2319

フィリピン・ネグロス島、ボホール島

≪FAX≫ 同左

≪担当者≫ 後藤 順久

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．マングローブの植樹活動

フィリピン・ネグロス島、ボホール島でマングローブ林の植林事業を行っ
ている環境 NGO です。地元の人たちと一緒に植林活動を行うことによ
って、日本とフィリピンの友好を深めています。
マングローブとともにあなたも成長していきましょう！

活動内容：現地でマングローブの植林を行うスタディツアー参加
求人２．フェアトレード商品の販売

頻度：年に数回

頻度：随時

活動内容：日本国内でのフェアトレード商品販売
その他：中長期的に現地事務所でのインターン・ボランティアも募集

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
国際協力分野で活動を目指す方、熱い思いを持った方を募集します。経験者からは、「全国のＮＧＯの職員の方やボランティアをしている方々とのつ
ながりができました。いろいろなＮＧＯのイベントなどに参加でき、大勢の方に出会えたことが何よりも嬉しかったことです。」という声が寄せられてい
ます。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

エコ・リーグ
エコ・リーガーとして一緒に活動しませんか？

生物多様性

〇お問合せ

温暖化防止

≪所在地≫ 〒162-0825

ゴミ・リサイクル

東京都新宿区神楽坂 2-19 銀鈴会館 507

環境教育

≪URL≫ http://el.eco-2000.net/index.html

国際環境協力 他

≪e-mail≫ eleague@mxa.mesh.ne.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 03-5225-7206

関東・関西・東北を中心とした全国各地域

≪FAX≫ 03-5225-7206

≪担当者≫ 福島 宏希

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．学生事業部員の募集

特定非営利活動法人エコ・リーグ（以下エコ・リーグ）は、環境活動を行
う全国の若者が運営する NPO 法人です。1994 年に NGO として設立さ
れて以来、一貫して持続可能な社会の実現を目指し、活動していま
す。地球規模から地域レベルまでの環境問題の解決を目指す若者の
活動が連携し、互いに発展、活性化し合う共通の場を作ることを通
じて若者主体の環境活動の活性化に取り組んできました。なお、
2012 年 2 月に NPO 法人化しました。

活動内容：主に関東地域の大学生を対象とした環境イベントの企画開催
求人１．大学での温暖化対策調査

頻度：2 週に 1 回のミーティング

頻度：週 1 回程度のミーティング

活動内容：全国の大学の温暖化対策を調査し、ランキング表彰をする。
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
エコ・リーグでは現在、「環境活動を行う若者のネットワーク構築」を軸にしながら、若者を主な対象とした、環境問題解決を目指すための「人材育成
事業」、環境問題の解決を目指すための「社会への発信事業」を行っています。また、環境問題解決の実践活動を通じて若者が社会に主体的に参
加する慶びを学び、これらの活動の場に参加できる機会を提供します。
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村おこし NPO 法人 ECOFF

〇主な取組分野

知らない島で、村おこしボランティア！

生物多様性

〇お問合せ

〇お問合せ

環境教育

≪所在地≫ 〒113-0021
東京都文京区本駒込 2-4-12
≪URL≫ http://ecoff.org
〇活動地域

≪e-mail≫ info@ecoff.org
≪TEL≫ 050-5809-3263

≪FAX≫ 03-3945-3568

鹿児島県トカラ列島、屋久島町、沖縄、四万十川

≪担当者≫ 宮坂 大智

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．村おこしボランティア

農業、気になりますか？ 日本には、海外の人が憧れるほど伝統的で
自然と密着している農業があります。そんな魅力ある農業だから、みん
なに知ってもらいたい。そして、そんな農村を元気にして日本をもっと盛
り上げたい！ ECOFF は、おもに鹿児島や沖縄の秘境で農業ボランテ
ィアツアーを実施する村おこし系非営利団体です。

活動内容：離島や山村での農業ボランティア
求人２．大人の島ながれ

頻度：夏休みと春休み

頻度：通年

活動内容：社会人向けの農業ボランティア＆サボりプログラム
その他：月１程度、イベント出展のお手伝い（積み木ワークショップ）

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
村おこし？ 農業？ ハードルが高い？ いえいえ、村おこしも農業も楽しい活動！ だから ECOFF はなるべく気軽に参加できるボランティアを考え
ました。それが、ツアー型の村おこしボランティア。最低限のお膳立てがあるのでボランティア入門にも最適です。学生の参加者も多く、村との出会
いだけでなく、地域や大学を越えた同世代との出会いもありますヨ！ もちろん学生でなくでも楽しめます。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

ETIC.
【東北復興】社会を変えるプロジェクトに携わる
〇お問合せ

環境教育
〇お問合せ

≪所在地≫ 〒150-0041
東京都渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4 階
≪URL≫ http://www.etic.or.jp/
〇活動地域

≪e-mail≫ fukkou@etic.or.jp
≪TEL≫ 03-5784-2115

≪FAX≫ 03-5784-2116

東京、東北、横浜、全国

≪担当者≫ 山中

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．東北駐在スタッフ（長期・有償）

新しい事業づくりを通して次世代社会を創り出すことに挑戦する起業家
型リーダーを育成・輩出し、社会に新しい生き方・働き方のスタイルを
提案する NPO 法人です。ETIC.では、2011 年 3 月 14 日から震災復興リ
ーダー支援プロジェクトを立ち上げ、復興に向けた取り組みを行うリー
ダーの支援に取り組んでいます。東北でうまれる新しい仕事、働き方を
紹介する「みちのく仕事」の運営および「右腕」派遣を行っています。

活動内容：事業基盤作り・既存プロジェクトを地域に移行する仕組み作り
求人２．東北駐在スタッフ（短期・有償）

頻度：現地でのフルコミット

頻度：夏休み 3 週間

活動内容：現地のプロジェクトリーダーのサポート、事務、営業など
その他：東北の起業家をサポートするための東京事務局スタッフも募集

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
「自分がいなかったらつながらなかったこと、生まれなかったことを創り出していく。」いま、東北であたらしい仕事を生み出す「担い手」を募集していま
す。これまで 20 代～30 代の学生や若者が、５０のプロジェクトに１００人以上が現地に赴いていきました。まだまだ東北の復興には人材が足りていま
せん。興味がありましたら、是非お声掛けください。
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国際環境 NGO FoE Japan

〇主な取組分野

Be a friends of the earth!!

生物多様性

〇お問合せ

〇お問合せ

温暖化防止

≪所在地≫ 〒171-0014

ゴミ・リサイクル

東京都豊島区池袋 3-30-22-203

国際環境協力

≪URL≫ http://www.foejapan.org/

その他
〇活動地域

≪e-mail≫ info@foejapan.org
≪TEL≫ 03-6907-7217

≪FAX≫ 03-6907-7219

池袋、関東周辺

≪担当者≫ 瀬口 亮子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．キャンペーン補助

FoE Japan は、地球規模での環境問題に取り組む国際環境 NGO で
す。世界 77 ヵ国に 200 万人のサポーターを有する Friends of the Earth
International のメンバー団体として日本では 1980 年から活動を続けて
きました。持続可能な社会に向けて、気候変動・エネルギー、森林保
全、砂漠緑化、廃棄物の抑制など活動に取り組んでいます。

活動内容：キャンペーンの企画、運営
求人２．イベント補助

頻度：要相談

頻度：要相談

活動内容：セミナー、イベントの準備・運営
その他：調査補助（デスクリサーチ、フィールド調査）もあり。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
FoE Japan の活動に関心を持ち、活動によって社会を変えたいという意欲のある方を募集します。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

共存の森ネットワーク
森と人の暮らしをつなぐ NPO

生物多様性

〇お問合せ

〇お問合せ

環境教育

≪所在地≫ 〒154-0004
東京都世田谷区太子堂 5-15-3 R-rooms 三軒茶屋 1-A
≪URL≫ http://www.kyouzon.org/
≪e-mail≫ sayako_moriyama@kyouzon.org

〇活動地域

≪TEL≫ 03-6450-9563

千葉県、新潟県、愛知県、滋賀県、奈良県、他全国

≪FAX≫ 03-6450-9583

≪担当者≫ 森山 紗也子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．事務局でのデータ整備ボランティア

自然と共生し、自然の恵みを得ながら暮らしてきた農山漁村の暮らし
の中から、持続可能な社会を作るためのヒントを得るため、「聞き書き」
や「地元学」等を使って地域の暮らしについて学び、発信していく活動
を行っています。主な活動として、全国の高校生を対象にした「聞き書
き甲子園」、大学生などが中心になって行う「共存の森づくり」の活動、
半農半 X 的な暮らしを求める社会人に向けた「ないわい創造塾」等を
行っています。

活動内容：アンケートや住所録等のデータ入力
求人２．聞き書き取材風景の写真撮影

頻度：月 1～2 回

頻度：9～12 月に数回

活動内容：高校生の「聞き書き」取材に同行し、取材の記録撮影を行う。
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
高校生や大学生が中心となって様々な活動を行っています。興味を持ったら、ぜひお気軽にご連絡ください。
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特定非営利活動法人

〇 主な取組分野

国際自然大学校
子どもも大人も思いっきり自然体験
〇お問合せ

環境教育
〇お問合せ

≪所在地≫ 〒201-0004
東京都狛江市岩戸北 4-17-11
≪URL≫ http://www.nots.gr.jp/
〇活動地域

≪e-mail≫ y_ono@nots.gr.jp
≪TEL≫ 03-348-6320

≪FAX≫ 03-3489-6921

東京、神奈川、埼玉、栃木、山梨、沖縄

≪担当者≫ 小野 芳明

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．子ども向けキャンプの指導補助

設立 27 年目。関東各地の活動拠点にて、幼児から大人、また、知的に
障がいのある方を対象に、自然体験を通した教育活動を企画・運営し
ている。小中学校・高等学校の自然教室や、企業、行政の職員研修な
どの委託も受けている。また、自然体験活動の指導者育成も行ってい
る。安全管理を最優先と考え、スタッフの安全教育の徹底を図ってい
る。活動の目的は、自然や人とのかかわりの中で、人生を前向きに生
きている人「アウトフィッター」を育てること。

活動内容：子どもと一緒に野外で遊び、生活をします。
求人２．

頻度：週末、長期休暇中

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
自然体験活動を通じて、子ども達と共に遊び、楽しみ、時には悩み、お互いに学び合って欲しいです。ボランティアさんのキャンプへのかかわり方は
多岐にわたります。とにかく体力がある人、歌が歌える人、声が大きい人、絵を描くのが得意な人、料理が得意な人、アウトドアが大好きな人、虫や
植物に詳しい人など、人それぞれ持ち味は違います。一人ひとりの力を発揮することでキャンプが成り立っています。

公益社団法人

〇主な取組分野

国土緑化推進機構
アクション「森のチカラで、日本を元気に。」

生物多様性

〇お問合せ

温暖化防止

≪所在地≫ 〒102-0093

環境教育

東京都千代田区平河町 2-7-5

国際環境協力

≪URL≫ http://www.green.or.jp/
〇活動地域

≪e-mail≫ comis@green.or.jp
≪TEL≫ 03-3262-8437

≪FAX≫ 03-3264-3974

全国

≪担当者≫ 木俣 知大

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．東北の海岸林再生

国土緑化運動を推進するため、「全国植樹祭」「全国育樹祭」の開催や
各種緑化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、顕彰事業、「緑の募金」「緑と水の森林基金」等を
通した森林 NPO や緑の尐年団等の青尐年団体による森づくりや森林
環境教育等の支援ほか、企業の森づくりのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄやｻﾎﾟｰﾄ体制の
構築支援、森のための４つのｱｸｼｮﾝを呼びかける「ﾌｫﾚｽﾄ・ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ」
を通した国民運動や、東北復興支援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを展開しています。

活動内容：大津波で失われた海岸林再生に向けた森づくりへの参加団体
求人２．チャリティグッズの購入

頻度：継続的な実施

頻度：一時的な実施

活動内容：東北産間伐材を用いた被災者雇用創出に貢献するグッズ購入
その他：適時、東北復興支援の募金活動（緑の募金）

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
東日本大震災が発生した 2011 年は、国連が定めた「2011 国際森林年」でもありました。国際森林年国内委員会では、復興アクション「森のチカラ
で、日本を元気に。」として、海岸林の再生や、被災者の暮らしに潤いを与える木製品の寄贈に向けた「緑の募金」使途限定募金等への協力を呼び
かけています。被災者の雇用創出と被災地の豊かな森づくりを応援するため、様々な間伐材のチャリティグッズや木製品を活用してみませんか。
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認定特定非営利活動法人

〇主な取組分野

自然環境復元協会
身近な自然環境を守る「レンジャーズプロジェクト」
〇お問合せ

生物多様性
〇お問合せ

≪所在地≫ 〒169-0075
東京都新宿区高田馬場 1-3-13-301
≪URL≫ http://www.narec.or.jp
〇活動地域

≪e-mail≫ rangers@narec.or.jp
≪TEL≫ 03-5272-0254

≪FAX≫ 03-5272-0278

東京、神奈川、埼玉、千葉

≪担当者≫ 井尻 裕子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．レンジャーズ隊員

公園や畑、川など、都市に住む私たちの周りにも自然は多く存在しま
す。レンジャーズプロジェクトは、そんな身近で頑張っている自然を大切
にするボランティアチームです。みんなではじめよう！
詳しくはこちら↓
レンジャーズプロジェクトブログ⇒http://blog.canpan.info/7029/
◎レンジャーズプロジェクトは認定 NPO 自然環境復元協会の活動の一
部です。

活動内容：緑化活動（草刈りや樹木管理、花壇整備）の隊員募集。
求人２．レンジャーズ本部 広報隊員

頻度：都度参加したい時

頻度：委託契約可能

活動内容：WEB サイトなど戦略的に PR する隊員募集。
その他：現場を取り仕切るレンジャーズ リーダー隊のリーダーも募集

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
気軽に！学びながら！いろいろな現場に行ける！午前中のみ！電車で行ける！

ボランティアが初めての方にお勧めの活動です。

渋谷 Flower プロジェクト（シブハナ）

〇 主な取組分野

渋谷の街を花とみどりでいっぱいに！

生物多様性

〇お問合せ

〇お問合せ

≪所在地≫ 〒227-0034
神奈川県横浜市青葉区桂台１－２－２ （小島方）
≪URL≫ http://shibuhana.sunnyday.jp/
〇活動地域

≪e-mail≫ shibu_come@yahoo.co.jp
≪TEL≫ 090-1866-8982 (肥田)

≪FAX≫

渋谷駅周辺の花壇

≪担当者≫ 肥田

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．植栽体験参加者

「渋谷の街が花でいっぱいになったらゴミをポイ捨てする人も減るかも

活動内容：花壇メンテナンス（ゴミ拾い・花がら摘み・水やり・掃除など）

しれない」という想いから始まった植栽ボランティア活動です。
渋谷駅のモヤイ像花壇などで毎週末活動中。年３回くらい花壇造り

求人２．シブハナ運営

頻度：毎週末 土日どちらか

頻度：随時

イベントを行っています。

活動内容：シブハナ花壇活動を行うための庶務

20 代～30 代の若者が中心になって活動の運営をしています。

その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
ほぼ毎週末、楽しく植栽活動をしています。お花のことはよくわからないけど、メンバーになってから徐々に覚えていく人が多いです。
お気軽にご参加していただき、自分に合う活動だと思いましたら運営などにも関わっていただければ、と思います^^
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社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会

〇 主な取組分野

しぶやボランティアセンター
共に支えあう、福祉のまちづくり
〇お問合せ

〇お問合せ

≪所在地≫ 〒151-0066
渋谷区西原 1－40－10 総合ケアコミュニティ・せせらぎ２階
≪URL≫ http://www.vcshibuya.jp/
≪e-mail≫ shibu-vc@u06.itscom.net

〇活動地域

≪TEL≫ 03－5790－0505

主に渋谷区内

≪FAX≫ 03－5790－7521

≪担当者≫ 吉良、池畑

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．プールサポートボランティア

しぶやボランティアセンターでは、ボランティア活動をしたい人とボラン

活動内容：プールでの介助

ティアのサポートを必要としている人との橋渡し・調整を行なっていま
す。また、ボランティアグループや個人で活動をしている人の相談を受

求人２．障害者施設でのボランティア

頻度：主に日曜日

頻度：主に希望日

けたり、年間を通じて各種様々な講座を開催したり、ボランティア活動

活動内容：お弁当作り、自主製品作成、外出プログラムなど

に関する情報発信をしています。

その他： 高齢者施設でのボランティア（話し相手、菜園作業など）も募集

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
しぶやボランティアセンターでは、ボランティア活動をやってみたいみなさんをお待ちしています！ただいま「２０１２夏・体験ボランティア」参加者募集
中です。渋谷区内の様々な活動にチャレンジしてみませんか。新たなつながり・発見に出会う夏。始めの一歩を踏み出しましょう！！

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

J-cheer
KIMOCHI を通じて ECO を楽しむ。

温暖化防止

〇お問合せ

ゴミ・リサイクル

≪所在地≫〒160-0004

環境教育

東京都新宿区四谷２－１４－４ ミツヤ四谷ビル 3 階
≪URL≫ http://www.j-cheer.org/
〇活動地域

≪e-mail≫ info-1@j-cheer.org
≪TEL≫ 03-3350-4434

≪FAX≫ 03-3350-4434

関東全般

≪担当者≫ 小野 晶子、大金 優子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．夏の環境対策ボランティア

KIMOCHI をテーマに関東近辺のコンサート・イベント・お祭り等におい
て、主催者・イベント来場者を対象に５年間で２００回以上の啓発・普及
活動を行ってきました。活動を行うイベントにはあらゆる年齢層の来場
者が集まってきます。そこではボランティア登録者がエコステーションの
前に立ち、ゴミと資源の分別ナビゲート啓発、ゴミ拾い活動、来場者参
加型のキャンペーン等を行っています。また、資源をリサイクル工場に
送りやすくするための活動でもあります。

活動内容：エコステーション（イベント会場内）での環境対策活動の展開。
求人２．レギュラーボランティア

頻度：8 月の土日全て

頻度：年間を通して

活動内容：年間を通して環境対策活動に参加するコアスタッフ。
その他：コアスタッフとして J-cheer での環境活動を展開していきます。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
若者が多く集まるエンタテイメントでの活動なので普段、味わえない体験とたくさんの仲間が出来ます。
環境対策ボランティアに興味がありましたらぜひ、ブースまたはホームページをご覧ください。
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認定特定非営利活動法人

〇主な取組分野

JUON(樹恩) NETWORK
農山漁村に出かけてみませんか？

環境教育

〇お問合せ

森づくり

≪所在地≫ 〒166-8532

援農

東京都杉並区和田 3-30-22 大学生協杉並会館内

自然とのふれあい

≪URL≫ http://juon.univcoop.or.jp/

自然の保全

http://www.facebook.com/juonnetwork (Facebook)
≪e-mail≫ juon-office@univcoop.or.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 03-5307-1102

全国１６ヶ所（北は秋田から、南は長崎まで）

≪FAX≫ 03-5307-1091

≪担当者≫ 松本

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．会誌編集・発送ボランティア

農山漁村でのボランティア、リーダー養成、国産間伐材割り箸・・・。
JUON NETWORK は、自然と向き合う知恵と技を学び伝える場を提供
し、都市と農山漁村の循環と世代をこえた人々のつながりを取り戻しま
す。豊かな未来は、きっとそこから始まります。具体的には、森づくり体
験プログラム「森林の楽校（もりのがっこう）」や援農体験プログラム「田
畑の楽校（はたけのがっこう）」等を行っています。

活動内容：年 4 回発行している会誌の原稿作成や編集作業、発送作業
求人２．広報・展示ボランティア

頻度：随時

頻度：随時

活動内容：イベントの広報活動、展示物の作成や出展のお手伝い。
その他：データベースの整理、集計作業などのお手伝いも募集します。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
環境、自然、森林、農業、農山漁村に興味のある学生、一般の方、特別なスキルがなくても関心のある方
やる気のある人、自分で切り開いていく人、大歓迎です。尐しでも興味のある方は、事務局までご連絡下さい。
まずは、「森林の楽校」 「田畑の楽校」 にご参加下さい。面白ければ是非運営側になって下さい！

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

樹木・環境ネットワーク協会
自然とともに生きる社会をめざして活動中！

生物多様性

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒101-0021
東京都千代田区外神田 1-1-5 昌平橋ビル 206
≪URL≫ http://www.shu.or.jp
〇活動地域

≪e-mail≫ info@shu.or.jp
≪TEL≫ 03-6206-9063

≪FAX≫ 03-6206-9064

≪担当者≫ 後藤 洋一

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．イベントスタッフ

全国の森づくりを行っており、14 のフィールドで活動しています。生物多
様性保全などに貢献できる里山づくりを中心に、ニーズに合わせた緑
の活動です。自然が好きな人を育てるためグリーンセイバー検定試
験、環境教育などを企画・運営も行っています。

活動内容：プログラムの企画・運営、またはそのサポート
求人２．広報スタッフ

頻度：随時

頻度：

活動内容：広報活動に関わる業務
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
企業との協働したイベントや子ども向けの体験プログラムなどの実施も増えてきています！是非一緒に美しい森づくりをしていきましょう！！
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認定特定非営利活動法人

〇主な取組分野

生態工房
都市のみどりを豊かな自然に

生物多様性

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒167-0054
東京都杉並区松庵 3-38-14-2D
≪URL≫ http://www.eco-works.gr.jp/
≪e-mail≫ miyashita@eco-works.gr.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 03-3331-5004

東京

≪FAX≫ 03-3331-5004

≪担当者≫ 宮下 美穂

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．フィールドでの植生管理

都内の公園、緑地などで生物多様性を保全するため、調査•研究をおこ
ない、それらに基づいた外来動植物の駆除や地域本来の自然環境を
復元するための活動をおこなっています。同時に生物多様性を保全す
る活動の意義や市民の皆さんにできる事をお知らせる普及•啓発活動、
成果の広報をおこなっています。昨年度からは市民の方が自ら普及活
動に参加する事ができるような学習機会の提供もおこなっています。

活動内容：ヨシの刈り取り、干潟の環境、生きものを保全する活動です。
求人２．草はらでの外来植物抜き取り

頻度：月１回

頻度：月 1 回

活動内容：練馬区最大の草はらで在来の動植物を保全する活動です。
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
一見するとゴールはなかなか遠くに見えますが、一段一段を上って行く事で確実にゴールは近づいています。あなたの力を貸してください。一緒に
活動しましょう。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

棚田ネットワーク
棚田で繋がる・棚田を繋げる。棚田の応援団

生物多様性

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒160-0023
東京都新宿区西新宿 7-18-16 トーシンハイム 704
≪URL≫ www.tanada.or.jp
〇活動地域

≪e-mail≫ info@tanada.or.jp
≪TEL≫ 03-5386-4001

≪FAX≫ 同左

全国（事務所は東京）

≪担当者≫

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．事務局スタッフ

棚田を守りたい、棚田に触れてみたい人々の「思い」をつなぎ、そこか
ら生まれる様々なアクションを育て、サポートするために活動していま
す。具体的な活動内容は、実際の保全作業の手伝いや、イベント開
催・体験プログラムの実施、棚田情報の整理と発信、棚田地域同士や
地域と企業の交流の仲立ちなど。これらを、《手伝う》《場を作る》《交わ
る》《つなぐ》《伝える》《記録する》という６つのキーワードで表現してい
ます。

活動内容：イベント時の手伝い、会報発送など
求人２．

頻度：随時

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
15 年前、「棚田」という言葉はほとんど知られておらず、農家にとっても「お荷物」「効率の悪い田んぼ」でしかありませんでした。いま、棚田は人と生
き物をつなぎ、農村と都市をつなぎ、過去と未来をつなぐ、新しい舞台となりつつあります。大震災を経て問われたもの。経済効率だけが唯一の価値
ではありません。棚田は別の物差し・別の生き方を示してくれます。“古い”棚田の中に、再生の新しい知恵がたくさんあるような気がします。
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特定非営利活動法人

〇主な取組分野

地球映像ネットワーク
次代を担う子供たちに、美しい地球を託していきたい

生物多様性

〇お問合せ

環境教育

≪所在地≫ 〒162-0803

国際環境協力

東京都新宿区赤城下町 11-1
≪URL≫ http://www.naturechannel.jp/index.html
≪e-mail≫ nfn2@naturechannel.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 03-5261-9907

東京 23 区内・富山県・千葉県

≪FAX≫ 03-5261-9760

≪担当者≫ 根本 美樹

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．世界自然・野生生物映像祭 in 東京

「次代を担う子供たちに、美しい地球を託していきたい」の願いのもとに
1992 年設立されました。
地球の貴重な財産ともいえる自然や野生生物を映像という形で収集
保存し、映像を通じて多くの人たちに「地球の今」を伝え、
地球環境保護への理解と関心を高めることを目的としています。
「世界自然・野生生物映像祭」を東京・富山にて開催！

活動内容：世界自然・野生生物映像祭 in 東京の運営ボランティア
求人２．地球映像ネットワーク事務局

頻度：映像祭前後

頻度：随時

活動内容：地球映像ネットワーク活動ボランティア
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
そんなこと私が、僕がやりますよ、というような意欲や、自分で調べたり学ぶという自主性をもって一緒に活動をしてほしいと思います。
また、団体にあった企画を自分でし、実行に持っていくようなプロデューサーにもなってもらいたいと思います。
時間があるときには、事務所のため、自分のための勉強に使ってください。自分をより良くプロデュースしていってほしいと思います。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

地球と未来の環境基金（EFF）
人と自然、人々のふれあいを生む森づくり

生物多様性

〇お問合せ

温暖化防止

≪所在地≫ 〒101-0041

ゴミ・リサイクル

東京都千代田区神田須田町 2-2-5 CTN ビル 3 階

水・大気・土壌保全

≪URL≫ http://eco-future.net/

環境教育 他

≪e-mail≫ minobe@eco-future.net

〇活動地域

≪TEL≫ 03-5298-6644

静岡県川根本町、千葉県上総亀山、埼玉県県飯能

≪FAX≫ 03-3255-2202

≪担当者≫ 美濃部 真光

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．森づくりボランティア

私達は、環境保護活動のインキュベーターです。 環境を守る市民活動
と企業、行政、学校等の様々なセクターを繋ぎ、インキュベート（孵化）
することで、実際の生活や経済活動の中で、大勢の市民が参加できる
具体的な活動や事業を創出します。森林は人間の生存基盤であり、森
林がなくては人類の文明の発展もありえないと言われています。EFF は
豊かな森林を守ることが、持続可能な社会の実現に繋がると考えま
す。

活動内容：静岡県川根本町での森づくり（植林・間伐）活動
求人２．森づくりボランティア

頻度：年 1～2 回程度

頻度：年 1～2 回程度

活動内容：千葉県上総亀山での森づくり（植林・間伐）活動
その他：埼玉県飯能での森づくり（植林・間伐）活動もあり。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
植林や間伐などの森林保全活動を通じて人と自然、人々のふれあいを生む「コミュニティ・フォレスト」活動を推進しています。多くの人が楽しく参加
できる身近な活動を目指しており、一般市民や企業の方、地元自治体、小中学校の生徒など、多種多様の方々に積極的にご参加いただいていま
す。また、各地の森が抱えている課題・問題点をもとにして、その森の理想の姿に合った活動コンセプトのもとで事業計画を立てています。
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特定非営利活動法人

〇主な取組分野

地球緑化センター
緑、人を育む。

温暖化防止

〇お問合せ

〇お問合せ

砂漠化

≪所在地≫ 〒101-0041

環境教育

東京都中央区八重洲 2-7-4 清水ビル 3Ｆ

国際環境協力

≪URL≫ http://www.n-gec.org

その他
〇活動地域

≪e-mail≫ soumu@n-gec.org
≪TEL≫ 03-3241-6450

≪FAX≫ 03-3241-7629

日本国内各地、中国河北省、重慶、内モンゴル

≪担当者≫ 本澤

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．緑のふるさと協力隊

緑のボランティアを育て、活動を応援する専門団体です。個人やグル
ープをはじめ、行政、企業、学校など、さまざまな人たちを対象として、
緑の学習活動の推進等、多様な応援を行っています。

活動内容： 若者の長期農山村活動プログラム
求人２．山と緑の協力隊

頻度：年度ごと

頻度：月 1-2 回（1 泊 2 日、日帰り）

活動内容：国内森林ボランティア活動
その他：年 5 回（1 週間）程度、中国での植林活動もあり。
〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
個人・グループ・企業・学校など、緑のボランティア活動に関するご相談に対応します。お気軽にお問合せください。

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

千葉自然学校
里やま里うみネットワーク型自然学校
〇お問合せ

環境教育
〇お問合せ

≪所在地≫ 〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル 7F
≪URL≫ http://www.chiba-ns.net/
〇活動地域

≪e-mail≫ info@chiba-ns.net
≪TEL≫ 043-227-7103

≪FAX≫ 043-202-7237

千葉県君津市、南房総市等

≪担当者≫ 上地 智子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．キャンプリーダー

千葉の里やま里うみをフィールドに自然体験を通して地域活性化を目
指すネットワーク型自然学校です。指定管理者として管理運営している
自然の家や自然公園での子どもキャンプ事業を中心に、行政や企業と
連携したイベントの企画運営や、ネットワーク会員校を活用した自然体
験のコーディネートなどを行っています。

活動内容：子どもキャンプの活動と安全のサポート
求人２．

頻度：キャンプ期間 2 日～7 日

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
子ども好き、キャンプ好き、自然好きなひと集まれ！自然豊かなフィールドでキャンプを通して、子どもたちと一緒におもいっきり遊び感動を共有しま
せんか？
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特定非営利活動法人

〇主な取組分野

東京港グリーンボランティア
都会のなかに自然を感じる公園をいっしょにつくりましょう。

生物多様性

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒167-0041
東京都杉並区善福寺 1-26-19
≪URL≫ http://blog.livedoor.jp/tokyo_gv/
≪e-mail≫ fwjd4352@spn1.speednet.ne.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 03-3390-4519

東京港周辺（東京港野鳥公園中心）

≪FAX≫ 03-3390-3495

≪担当者≫ 八木 雄二（やぎ ゆうじ）

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．浜クリーンアップ

頻度：年 2 回

活動内容： 海岸ゴミ拾い
求人２．潮入りぐるっと観察会など

頻度：月 1 回

活動内容：行事受付
その他：週 1 回程度で畑の草刈りボランティアも募集
〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
現場で学ぶことは、何をするにも大事になります。屋外に出て、自然のいろいろな生き物に出合い、かれらが必要としていることを感じることからボラ
ンティアが始まります。何をすべきかは、生き物たちが教えてくれます。

東京ボランティア・市民活動センター

〇主な取組分野

ドーン！自分色の花火を打ち上げよう

生物多様性

〇お問合せ

〇お問合せ

温暖化防止

≪所在地≫ 〒162-0823

ゴミ・リサイクル

東京都新宿区神楽河岸（かぐらがし）1-1 セントラルプラザ 10 階

国際環境協力

≪URL≫ http://www.tvac.or.jp/

環境教育、他
〇活動地域

≪e-mail≫ shimizu@tvac.or.jp
≪TEL≫ 03-3235-1171

≪FAX≫ 03-3235-0050

主に東京都内

≪担当者≫ 小野、清水

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．子どもの施設でのボランティア

東京ボランティア・市民活動センターは、市民一人ひとりのより良い生
き方（well-being)を実現するために「広義の福祉」の視点にもとづき、幅
広い領域のボランティア活動を推進し支援します。 さらに、それらを含
む様々な市民活動への参画と市民活動団体の発展を支援していくこと
により、「市民セクター」全体を強化し、市民が自らの手によって社会的
な問題の解決をはかり、市民一人ひとりの可能性を伸ばし、生活の質
が高められていく〈市民社会〉の実現をめざします。

活動内容：子どもの勉強を見る、遊ぶ、プールや外遊びの見守りなど
求人２．環境のボランティア

頻度：主に希望日

頻度：主に希望日

活動内容：山の手入れや、草刈り、干潟の清掃など。
その他：イベントの企画、運営ボランティアもあり。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
東京ボランティア・市民活動センターでは、さまざまなプログラムを用意して、みなさんの参加をお待ちしています。
中学生から大人まで、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
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公益財団法人

〇主な取組分野

トトロのふるさと基金
トトロの森を子どもたちに残し伝えたい
〇お問合せ

生物多様性
〇お問合せ

自然保護

≪所在地≫ 〒359-1164
埼玉県所沢市三ヶ島三丁目 1169-1
≪URL≫ http://www.totoro.or.jp
〇活動地域

≪e-mail≫ araki@totoro.or.jp
≪TEL≫ 04-2947-6047

≪FAX≫ 04-2947-6057

狭山丘陵（東村山市、東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、埼玉県入間市、
所沢市）

≪担当者≫ 荒木 美恵

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．トトロの森で何かし隊

トトロの森・狭山丘陵の里山環境や文化財を守るため、ナショナル・トラ
ストによる土地を取得し、保全活動をおこなっています。取得した森は
ボランティアの皆さんとの維持管理作業により里山の雑木林の姿を維
持しています。

活動内容：トラスト取得地（トトロの森）で草刈り、常緑樹の伐採、竹伐り等
求人２．北野の谷戸の芽会

頻度：月 2 回程度

頻度：月 1～2 回程度

活動内容：昔ながらの谷戸田の再生、生きもの豊かな里山景観づくり
その他：古民家クロスケの家での歳時記再現、来館者対応などもあり。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
森の作業は始めてという方、女性もたくさん参加しています。登録説明会や講習会、交流会など、学びと仲間づくりの機会も充実。できることをできる
範囲で。みんなで作業は分担しておこないます。森が変っていくのを実感するやりがいは格別です！トトロの森の仲間になってください！

特定非営利活動法人

〇主な取組分野

NICE 日本国際ワークキャンプセンター
地域と地球のポップな架け橋

国際環境協力

〇お問合せ
≪所在地≫ 〒160-0022
東京都新宿区新宿 2-1-14 エレメンツ新宿ビル 401
≪URL≫ http://www.nice1.gr.jp/
〇活動地域

≪e-mail≫ gw@nice1.gr.jp
≪TEL≫ 03-3358-7140

≪FAX≫ 03-3358-7149

国内全域、海外 100 ヵ国

≪担当者≫ 山口 紗矢佳

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．デザインボランティア

ワークキャンプは、「合宿タイプのボランティア活動」。地域の住民と取
り組むボランティア活動による地域・社会への貢献に加えて、共同生活
を通じて生まれる参加者同士の連帯感や、個々の自主/自律性が身に
つくのが特徴です。「国際ワークキャンプ」、「中・長期ワークキャンプ」、
「週末ワークキャンプ」、「グループワークキャンプ」など、世界 100 ヶ国
で 3000 プログラム開催中。

活動内容：専用ソフトを使用した分野別の活動リーフレット製作。
求人２．取材ボランティア

頻度：ご自宅でも

頻度：月 1 回程度

活動内容：１泊 2 日程度の活動の写真撮影・アンケート・インタビュー等
その他：月 1 程度で機関誌「NICE プレス」の印刷や発送ボランティアも！

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
「迷っていたら参加するべき！一生の宝物が思いがけず見つけられる」 ボランティア活動は、受け入れ側のニーズと参加したい側の思いの中間に
位置するものです。何か始めたい、という方へ向けて、今回は初心者の方でも無理なくできる事務局ボランティアを紹介しています。普段の生活では
絶対に出会うことのできない人、知ることのない場所、社会に対する思いなど、驚きと発見の日々が待っています！お気軽にご相談ください。
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一般社団法人

〇主な取組分野

日本オオカミ協会
森・オオカミ・ヒトの良い関係を考える
〇お問合せ

生物多様性
〇お問合せ

自然保護

≪所在地≫ 〒113-0021
東京都文京区本駒込 6-4-9-106
≪URL≫ http://www.japan-wolf.org/
≪e-mail≫ czv02357@nifty.ne.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 090-7630-6453

日本全国

≪FAX≫ 03-5976-8348

≪担当者≫ 森永 智子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．パネル展示の補助

現在、日本各地で、シカ・イノシシ・サルなどの獣害が問題になっていま
す。それは、頂点捕食者オオカミの不在と、ハンターの高齢化と激減が
主な原因です。日本オオカミ協会は、日本でのオオカミ復活を目指して
1993 年に設立されました。生態学的な見地に基づいた普及啓発、講演
会、国内外での調査研究などを行っています。2011 年 4 月に一般社
団法人に移行し、活動のより一層の充実を図っています。オオカミの
復活は自然生態系の回復・保護に欠かせません。

活動内容：パネル搬入・搬出の補助。署名活動の補助。
求人２．尾瀬シカ害調査・普及啓発活動

頻度：年数回

頻度：年 1 回

活動内容：1 泊 2 日、現地集合、特に水芭蕉被害の視察。
その他：2 年に 1 回、伊豆半島、大台ケ原なででのシカ被害調査もあり。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
わが国において生態系と生物多様性を守るものは頂点捕食者のオオカミです。欧米では、中型肉食動物・オオカミの保護は常識になっています。に
もかかわらず、日本では未だ、明治時代の近代化政策によりつくられた誤った先入観が払拭されていません。オオカミを導入するのは国や行政の
仕事ですが、日本オオカミ協会は、オオカミ復活のため、より多くの国民の合意・支持を得るために活動しています。ご一緒しませんか !?

公益社団法人

〇主な取組分野

日本環境教育フォーラム
人と自然、人と人、人と社会をつなぐ NGO
〇お問合せ

環境教育
〇お問合せ

国際環境協力

≪所在地≫ 〒160-0022
東京都新宿区新宿 5-10-15 ツインズ新宿ビル 4 階
≪URL≫ www.jeef.or.jp
≪e-mail≫ toshihiro_hayashida@jeef.or.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 03-3350-6770

国内（主として都内近郊）

≪FAX≫ 03-3350-7818

≪担当者≫ 林田 悦弘

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．事務局内ボランティア

(1)環境教育の普及、(2)自然学校の普及、(3)途上国の環境教育支
援の 3 つをミッションとしてその達成のために、
次の活動を行って
います。
① コミュニケーション活動(清里ミーティング等のネット
ワークの構築など) ② 教育(学校教育・社会教育・ESD など) ③
人材育成(指導者育成、次世代リーダー育成など) ④ 調査・研究
(アジア環境データベースなど)

活動内容：環境教育に関する調査・整理および事務所内のサポート
求人２．翻訳ボランティア

頻度：随時

頻度：随時

活動内容：翻訳・校正関係(主として日→英、英→日)
その他：環境プログラムの運営サポート関係のボランティアも募集

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
環境教育の現場を学びたい人、環境教育に興味がある方歓迎します。事務局までご連絡ください。
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認定特定非営利活動法人

〇主な取組分野

富士山クラブ
美しい富士山を子どもたちに残していくために・・・
〇お問合せ

生物多様性
〇お問合せ

ゴミ・リサイクル

≪所在地≫ 〒401-0332
山梨県南都留郡富士河口湖町西湖 2870
≪URL≫ http://www.fujisan.or.jp
〇活動地域

≪e-mail≫ saeki@fujisan.or.jp
≪TEL≫ 0555-20-4600

≪FAX≫ 0555-20-4601

富士山周辺

≪担当者≫ 佐伯 弘美

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．定例クリーン活動

私たちは、
富士山が育んできた
水と緑と命をまもり、
心の故郷としての美しい富士山を
子どもたちに残していくために、
活動を続けます。
（富士山クラブ宣言）

活動内容：富士山麓の不法投棄ごみの清掃活動
求人２．森づくり活動

頻度：月 1 回

頻度：月 1 回

活動内容：富士山麓への植樹および下草刈りなどの手入れ作業
その他：月 2 回ほど、富士山南麓での森林調査活動あり。

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
富士山が大好きな方、環境保全に興味のある方！定例クリーン活動に参加して、一緒に大好きな富士山からごみを無くし、世界に誇れる山にしよ
う！自然植物が大好きな方、山歩きが好きな方！森林調査では富士山の豊かで美しい森の中をとことん歩きます、樹木・植物・動物などに出会えま
す！

認定特定非営利活動法人

〇主な取組分野

ブリッジ エーシア ジャパン
違いを超えて人々の心に橋をかける
〇お問合せ

国際環境協力
〇お問合せ

ゴミ・リサイクル
環境教育

≪所在地≫ 〒151-0071
東京都渋谷区本町 3-39-3 ビジネスタワー４Ｆ
≪URL≫ www.baj-npo.org
〇活動地域

≪e-mail≫ ito@baj-npo.org
≪TEL≫ 03-3372-9777

≪FAX≫ 03-5351-2395

ベトナム・ミャンマー・東北（岩手）

≪担当者≫ 伊藤 祥子

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．事務局での広報ボランティア

BAJ は社会的に弱い立場にある人たち、とくに女性、障害児者、難民
など、困難な状況を抱えている人たちの自立を応援するために、次の 3
つの目標を目指して活動しています。
1. 技術修得の機会を設けます。
2. 技術を収入に結びつける場を作ります。
3. 生活環境の基盤整備を進め、地域の活性化を図ります。

活動内容：SNS などを使ったイベントやキャンペーンの広報
求人２．翻訳ボランティア

頻度：週 2～3 日

頻度：随時

活動内容：英語、ミャンマー語、ベトナム語のいずれかの資料の翻訳
その他：隔月末で団体のニュースレター発送のお手伝いなど

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
未経験の方も大歓迎です。尐しでも興味のある方は、事務局までご連絡ください。
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BLUE BIRD

〇主な取組分野

Re-visiting JAPAN

生物多様性

〇お問合せ

環境教育

≪所在地≫ 〒108-0075
東京都港区港南 3-6-21-2913
≪URL≫ http://www.bluebirdxtsunagari.com
≪e-mail≫ bluebird.tsunagari@gmail.com

〇活動地域

≪TEL≫ 090-8648-7448

都内

≪FAX≫

≪担当者≫ 生姜塚 理恵

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．「渡り鳥サポーターになろう！」

「地球上の大きなつながり＝生物多様性」を中心テーマに活動。
地球上を南北の旅する「渡り鳥」は、地球上の大きな「つながり」を教え
てくれるメッセンジャー。私たち BLUE BIRD は、渡り鳥が「日本に再び
飛来できる」環境保全活動と共に、私たち人間が、五感を通して「日本
らしさを再発見」することは「つながりを新発見」することとして、
「Re-visiting JAPAN」運動を実施しています。

活動内容：干潟の生態系の豊かさを感じながら、干潟清掃をしています
求人２．

頻度：毎月第 1 土曜日

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
鳥は、環境のつながりを教えてくれるメッセンジャー。日本は、地球上を旅する生き物「渡り鳥」にとって大切な中継地です。ＪＲ品川駅からバスで
Go！渡り鳥たちがやって来る東京港野鳥公園で、干潟の生態系の豊かさを感じながら、彼らにとって人気なランディング・スポットになるよう、干潟
清掃をしています。地球に生きるメンバーであることを、もう一度想い出そう！※アースデイマネーアソシエーション連携プログラムになります。

一般社団法人

〇主な取組分野

よみがえれ南三陸
被災地復興

震災復興

〇お問合せ

〇お問合せ

≪所在地≫ 〒986-0728
宮城県本吉郡南三陸町志津川字天王山１３５－１
≪URL≫ http://www.minamisanriku.or.jp
≪e-mail≫ y.miyawaki@minamisanriku.or.jp

〇活動地域

≪TEL≫ 090-5444-1143

宮城県 南三陸町

≪FAX≫ 0226-29-6374

≪担当者≫ 宮脇 康敏

〇どんなボランティアが必要ですか？

〇どんな団体ですか？

求人１．災害復旧ボランティア

よみがえれ南三陸は、宮城県本吉郡に位置する南三陸町で被災直後
から長期滞在して活動していた中島響が、南三陸町の被災地域復旧
活動や地域経済の復興の切なる思いがきっかけとなり、南三陸町、社
協、漁協、商工会等の復旧復興の目的に賛同し寄与して頂ける有志
が団体結成の準備を開始し、また多数の災害ボランティアに参加して
頂いた方々や業界関係者にご協力いただき、平成 23 年 10 月 17 日に
設立致しました。

活動内容：瓦礫片付け、農地開墾
求人２．

頻度：随時

頻度：

活動内容：
その他：

〇一言メッセージ （ボランティアをやってみたい、活動をサポートしたいと思っている方へのメッセージ）
被災地に行きボランティアに参加したいが、段取りや作法などが分からない。そんな初めてのボランティア活動希望者をサポートいたします。
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お問合せ先
GEOC はあなたの環境活動を応援します。ぜひ、お気軽にお越しください。

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）
■所在地：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-53-70

国連大学ビル 1F

■TEL：03-3407-8107／FAX：03-3407-8164
■URL：http://www.geoc.jp
■開館時間：10:00～18:00（土曜日は 17:00 まで）
■東京メトロ表参道駅 B2 出口より徒歩約 5 分
■JR 渋谷駅 宮益坂口より徒歩約 10 分

■休館日：日曜、月曜、祝日、年末年始

27

