ボランティアセンター掲示版 新着情報リスト（4月分）
NO

分類(種別)

1 ニュースレター
2 ボランティア募集

掲示場所

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動領域

タイトル
内容

マガジンラック②

全般

■機関紙「ボランティア」Vol.113

内掲示板

環境保護

■のじボラ ボランティア募集＆説明会

主催・発行元
賀川記念館
横浜市野島青少年研修センター

日時

開催場所

関連サイト

VC 受付日
2017/4/1

説明会 4/23、5/3

神奈川県横浜市金沢区

自主研修：飯田橋セントラルプラザ10階

岐阜県高山市
国立乗鞍青少年交流の家

3 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■非行少年と関わってみませんか？－東京少年友の会－

東京少年友の会

自主研修（毎月1回）
2017年4月8日（金）18時~
2017年5月2日（火）18時～
オリエンテーション研修（調査官によるプログラムあり）
2017年5月30日（火）18時～

4 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■子供たちの感動体験をサポートしてみませんか？
平成29年度乗鞍青少年交流の家 大学生ボランティア募集

独立行政法人 国立青少年教育振興機構
国立乗鞍青少年交流の家

年間を通して随時

http://yokohama-youth.jp/kenshu/

2017/4/1

2017/4/3
2017/4/10

2017/4/5

5 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■サマーキャンプボランティア募集 2017 in 南信州

野外教育研究財団

第１次締切：2017年6月2日（金）
第２次締切：2017年6月23日（金）

6 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■２０１７年第１８期キャンプリーダー募集案内

NPO法人 東京おもしろ野外学校

前期募集期間：2017年4月17日~5月30日

7 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■キャンプボランティア募集
手足の不自由な子どもたちと一緒に、この夏成長しよう！

社会福祉法人
日本肢体不自由児協会

説明・面接会：4月7,13,19,25日 19～20時半
5月7日 10~12時, 13~15時

8 ニュースレター
9 その他

ラック①

全般

■「ネットワーク」2017年4月 347号

東京ボランティア・市民活動センター

外掲示板

教育支援

■信州高遠ボランティア養成研修

国立信州高遠青少年自然の家

開催日：2017年5月20,21日（1泊2日）

信州高遠青少年自然の家

教育支援

■ボランティアリーダー募集
～こどもたちとキャンプしませんか？

高尾の森わくわくビレッジ
（東京都教育委員会の社会教育施設）

説明会：2017年4月23日、5月7日

高尾の森わくわくビレッジ

2017/4/10

調布市子ども家庭支援センターすこやか

説明会：2017年5月28日（日）
13時～（約2時間）

調布市子ども家庭支援センターすこやか

2017/4/11

調布市立第八中学校

説明会：2017年5月6日10:00~ ※要事前連絡 調布市立第八中学校

10 ボランティア募集

外掲示板

11 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■ボランティアしませんか
子育て支援に関心のある方、お子さんと遊びたい方、
自分の特技を活かしてイベントの実施をしたい方を募集

12 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■平成二十九年度土曜学習部
学生学習支援ボランティア大募集

教育支援

■夏の信州こども山賊キャンプ
ボランティア大募集～仕事はこどもの笑顔を作ること～

13 ボランティア募集

外掲示板

NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター

ボランティア申込期間5/11~6/20

神奈川県立足柄ふれあいの村

江戸川区内の小・中学校

14 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■神奈川県立足柄ふれあいの村
足柄サポーター募集！！

足柄グリーンサービス・関東学院グループ

15 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■子供の登校をサポートするボランティア活動をしませんか

江戸川区教育研究所事務係

週1～2回、1～4時間/回
ボランティア登録機関：年度末まで

せせらぎまつり実行委員会
渋谷区社会福祉協議会
NPO法人千葉自然学校

2017年5月14日（日）
午前10時～午後3時30分
年間を通して随時開催（HP参照）

目白大学

2017年5月13,14,20日（計3日）

公益財団法人 国際青少年研修協会

外掲示板

全般

■第18回 せせらぎ祭り

17 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■キャンプボランティア募集！

18 その他

内掲示板

災害救援・復興支援
■災害救援ボランティア講座

19 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

20 イベント

内掲示板

■首都直下地震発生！その時、君は・・・
災害救援・復興支援
～発災後を生き抜け！そなエリア大学一泊サバイバル体験～

21 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援
■防災ゲームDay 2017 in そなエリア東京

22 イベント

内掲示板

環境保護

23 ニュースレター

24 ボランティア募集

25 ボランティア募集

■子どもに一番の笑顔を！
青年ボランティアリーダー養成講座

■Earth Choice Festa

■2016（夏・秋冬） きらきら便り
マガジンラック① 災害救援・復興支援
サマープログラムのご報告
■【福島の子どもたちとともに】
大震災・原発事故により東京に避難している家族を支
外掲示板
災害救援・復興支援
える
「きらきら星ネット」ボランティア募集
■第157・158陣 ながぐつプロジェクト
内掲示板
災害救援・復興支援
復興支援ボランティア募集！！

26 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援
■ワカモノ防災勉強会&異大学・異業種交流

27 ボランティア募集

外掲示板

全般

28 ニュースレター

ラック①

全般

29 ニュースレター
30 ニュースレター

ラック①
ラック①

全般
全般

31 ニュースレター

ラック①

全般

■ワカモノボランティア大募集

災害救援ボランティア推進委員会
警視庁警備部災害対策課
東京臨海広域防災公園管理センター
防災教育普及協会
350.org

www.kodomomura.jp

2017/4/5

4月:東京YMCA山手コミュニティーセンター（西早稲
田）
5月:東京YMCA社会体育・保育専門学校（東陽町）

長野県下伊那郡泰阜村
グリーンウッド自然体験教育センター及び村営キャンプ場

キャンプ・イベント随時開催
事前研修会：2017年5月20,21日（有料）
2017年6月24,25日（無料）

16 イベント

長野県飯田市（伊那谷こども村）

2017/4/6
2017/4/10

http://takato.niye.go.jp/

一般財団法人
日本財団学生ボランティアセンター
（Gakuvo）
NPO法人コドモ・ワカモノまちing

2017/4/10

http://www.chofu-schools.jp/chofu8

2017/4/11

http://www.greenwood.or.jp/sanzoku/

2017/4/14

http://www.ashigara-fureai.com

2017/4/14

2017/4/19

渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ

2017/4/19

http://www.chiba-ns.net/

2017/4/20

目白大学新宿キャンパス（目白）
池袋防災館（池袋）

www.saigai.or.jp

2017/4/20

説明会：5月17日（水）、22日（月）、
24日（水）より1回を選択

国立オリンピック記念青少年総合センター

http://www.kskk.or.jp/

2017/4/20

2017年6月17日（土）、18日（日）

東京臨海広域防災公園（東京都江東区）

www.saigai.or.jp

2017/4/20

2017年7月2日（日）

東京臨海広域防災公園（東京都江東区）

2017年5月5日～13日

Kurkku Home（東京都渋谷区）

2017/4/20
http://350.org/ja

きらきら星ネット

きらきら星ネット

2017/4/5
2017/4/20

2017/4/21
2017/4/24

説明会：2017年5月10日（水）
5月17日（水）
5月24日（水）
活動日
157陣 4月28日（金）~5月1日（月）
158陣 5月18日（金）~5月21日（日）
2017年5月20日（土）午後1時半~4時半

NPO法人コドモ・ワカモノまちing
年間通して随時活動
社旗福祉法人杉並区社会福祉協議会
■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年4月
杉並ボランティアセンター
■東大和ボランティア・市民活動センター「たまボラ」vol.6 東大和市社会福祉協議会
■Polan Networking News Letter 「ボラン」vol.022NPO法人ポラン広場東京
荒川区社会福祉協議会 地球ネットワーク課
■「あらんてあ」 4月号
荒川ボランティアセンター

岐部ホール305号室（千代田区麹町）

2017/4/24

福島県いわき市

http://gakuvo.jp/event/event-dispatch/

2017/4/24

ユニコムプラザ さがみはら（相模大野）

http://goo.gl/CkzuSt

2017/4/24

http://www.k-w-m.jp

2017/4/24

http://borasen.jp

2017/4/24

http://www.facebook.com/polantokyo

2017/4/24
2017/4/24

http://www.arakawa-shakyo.or.jp

2017/4/24

32 ニュースレター

ラック①

全般

33 ニュースレター
34 ニュースレター
35 ニュースレター

ラック①
ラック①
ラック①

全般
全般
全般

36 ニュースレター

ラック①

全般

37 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■新宿NPO協働推進センター 広報誌
「Npop'n」 vol.46
■ボランティア・市民活動情報「えくぼ」第11号
■こまえくぼ1234広報誌「こまえがお」創刊号
■「タマリスク」vol.135
■P.L.Aニュース 第44号
・公開講座「傾聴講座」報告
・「傾聴ボランティア養成講座」案内
■森ライ八王子プロジェクト
里山あそびと田んぼ復活大作戦！

新宿区立 新宿NPO協働推進センター

http://www.facebook.com/shinjuku.npo.center/

2017/4/24

狛江市市民活動支援センター こまえくぼ1234
狛江市市民活動支援センター こまえくぼ1234
特定非営利活動法人 地球緑化センター

http://komaekubo1234.kokosil.net/
http://komaekubo1234.kokosil.net/
http://www.n-gec.org

2017/4/24
2017/4/24
2017/4/24

NPO法人P.L.A
（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｱﾝﾄﾞﾘｽﾆﾝｸﾞｱｿｼｴｰｼｮﾝ）

第24回公開講座「傾聴ボランティア養成講座」
2017年9月6,13,20,27日、10月4日
毎回水曜日全5回 午後1時半~4時

国立オリンピック記念青少年総合センター

http://pla-keicho.org/

2017/4/24

森のライフスタイル研究所

HP参照

東京都八王子市上川町

http://moridukuri.or.jp/inquiry.html

2017/4/24

福島県企画調整部地域振興課

応募締切：2017年5月31日（水）

福島県指定の集落（実態調査）

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-college1.html

2017/4/25

「遊楽塾」（東京都キャンプ協会加盟団体）

川崎市黒川青少年野外活動センター

http://hino-shakyo.com/yugakujuku_seminar/

2017/4/26

http://www.cieej.or.jp

2017/4/27

プール活動：清島温水プール
田植え：筑波山

http://www.hozuki.or.jp

2017/4/27

広島市文化交流会館

http://www.ywca.or.jp/whatwedo/hiroshima.html

2017/4/28

大阪

http://www.ywca.or.jp/whatwedo/nikkan.html

2017/4/28

38 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

■大学生の力を活用した集落復興支援事業
大学生グループ大募集 -チャレンジ！集落活性化！-

39 その他

外掲示板

教育支援

■野外活動セミナー2017in黒川

40 ボランティア募集

ラック①

国際協力

■CIEE 海外ボランティア&日本国内「国際ボランティア」案内
国際教育交換協議会（CIEE)日本代表部
NPO法人 ほおずきの会 学齢部門キッズ

41 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■ほおずきの会 ボランティア大募集
☆新人ボランティア歓迎会を開催します☆

42 ボランティア募集

ラック①

全般

■広島を考える旅 2017 参加者募集
-HIROSHIMAから考える平和の根っこ-

公益財団法人 日本YWCA

43 ボランティア募集

ラック①

国際協力

■日韓ユースカンファレンス2017 実行委員募集！

公益財団法人 日本YWCA

2017年6月10日（土）～11日（日）
（申込締切：2017年6月6日（月））
2017年1月～12月
新人ボランティア歓迎イベント
2017年5月13日（土） プール活動
2017年5月20日（土） 田植え
2017年8月9日（水）~11日（金）
（申込締切：2017年7月10日（月））
2018年2月23日（金）~26日（月）
（募集締切：2017年5月31日（水））

