ボランティアセンター掲示版 新着情報リスト（5月分）
NO

分類(種別)

掲示場所

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動領域

タイトル
内容

主催・発行元

日時

2017年8月4日（金）~6日（日）
神奈川県
10:00～17:30
(独)国立青少年教育振興機構 国際・企画 事前研修：2017年10月7日(土)～8日(日)
課
派遣事業：2017年11月12日(日)～26日(日)
（文部科学省委託事業）
事後研修：2018年5月（予定）

開催場所

関連サイト

1 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■第24回AIDS文化フォーラムinYOKOHAMA

2 その他

外掲示板

国際協力

■日独少年指導者セミナー
「子どもと若者に優しい社会の実現」

3 その他

外掲示板

教育支援

■平成29年度 国立中央青少年交流の家 教育事業
独立行政法人国立青少年教育振興機構
「NEALリーダー養成&ボランティア養成研修」
国立中央青少年交流の家
~子供の体験活動を支援するリーダーへ~

2017年6月17日（土）~19日（月）2泊3日

国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場
http://fujinosato.niye.go.jp/
市）

4 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■ステップアップ講座 ボランティアをしてみませんか？

通年募集
活動日：主に毎月第2・4日曜日

目黒区青少年プラザ

5 ニュースレター

マガジンラック②

全般

■しぶやボランティアセンター情報5May 2017年5月5日発行
（福）渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター
■ボランティア募集情報、助成金情報、図書紹介 ほか

6 その他

外掲示板

国際協力

■YMCA地球市民育成プロジェクト
2017年度研修生募集

7 ニュースレター

ラック①

全般

■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年5月
社旗福祉法人杉並区社会福祉協議会
・特集：イマドキの学生事情~ボランティアってどうよ?!~
杉並ボランティアセンター
・ボランティア募集情報 ・杉並チャリティー・ウォーク2017

8 ボランティア募集

ラック②

国際協力

■海外国際ワークキャンプカタログ

特定非営利活動法人 NICE

各プログラムごとに異なる

世界90カ国

http://nice1.gr.jp

9 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■”真田丸”の故郷松代で田植え体験

NPO団体 健康な未来を考える

6月3日、4日

長野市松代町

http://sowingnet.wixsite.com/index

特定非営利活動法人 ナップこども自然学校

募集説明会：
募集説明会：国立オリンピック記念青少年総合センター
http://www.npo-napkids.org/leaders/
2017年5月12日（金）、16日（火）、6月5日（月）

認定NPO法人JHP・学校をつくる会

募集締切：2017年6月1日（木）17時必着
選考会：2017年6月11日（日）12時~15時半
派遣期間：2017年8月7日（月）~8月16日（水）

10 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■サマーキャンプリーダー募集!!
こども達と一緒に海や山で活躍してくれる
キャンプリーダーを募集します！

11 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■2017年8月カンボジア体験ボランティア募集

12 助成金情報

内掲示板

全般

目黒区教育委員会 青少年プラザ

（公財）日本YMCA同盟

■学生ボランティア活動への協力基金
日本財団学生ボランティアセンター（Gakuvo)
第4回「Gakuvo Style Fund」応募団体募集
■学生ボランティア大募集!!
渋谷駅周辺のバリアフリー化を推進するため、障害者の方等
渋谷区都市整備部渋谷駅周辺整備課
と
一緒に街のバリアを点検しませんか？

申込締切：2017年6月12日（月）

かながわ県民センター

http://www.yokohamaymca.org/AIDS/

事前・事後研修：東京
派遣事業：ドイツ

http://www.niye.go.jp/services/plan/honbujigyo.html

http://www.city.meguro.tokyo.jp/boshu/volunteer/stepstaff.html

研修：YMCA東山荘（静岡県御殿場市）ほか http://www.ymcajapan.org/

http://borasen.jp

選考会上：JHP・学校をつくる会東京事務所
活動場所：カンボジア王国内プノンペン市他

募集期間：2017年6月1日（木）~6月15日（木）

http://www.jhp.or.jp

http://gakuvo.jp/gakuvostyle2017/

2017年①6月6日（火）、②6月9日（金）、
③6月21日（水）、④6月23日（金）
いずれも午前10時～正午

①社会福祉協議会 ②区民サービスセンター
③美竹の丘・しぶや ④観光協会

1，2か月に1回 日曜日

横浜市内

13 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

14 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

15 ニュースレター

内掲示板

災害救援・復興支援
■ニュースレター 「スローワーク」 （春の特別号）

16 その他

外掲示板

国際協力

■全国NGOスタディツアーフェスタ2017
海外ボランティア合同説明会
（参加費無料/申込不要/入退場自由）

共催：青山学院大学ボランティアセンター
スタディツアー研究会、NPO法人CFEジャ
パン

2017年6月7日（水）15:00～18:00

17 その他

ラック①

国際協力

■PHD 2017年スタディツアー
日本語が話せる村人が迎えてくれる
アジア・スタディツアーに参加しませんか？

公益財団法人PHD協会

ネパール：2017年7月28日～8月5日
ミャンマー：2017年8月21日～8月30日
インドネシア：2017年9月9日～9月17日

18 その他

外掲示板

国際協力

■PHD国際協力 大学生エッセイコンテスト2017
テーマ：“国際協力と○○のコラボ”

公益財団法人PHD協会

募集期間：2017年5月15日～10月30日

19 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

■月に1度 葛西海浜公園/西なぎさで
漂着ごみのクリーンアップ作業を一緒にしませんか?

DEXTE-K

2017年3月~11月（原則、第3土曜日）

20 講座・セミナー

内掲示板

スポーツ・文化・芸術
■平成29年度スポーツボランティア講習会

東京都障害者総合スポーツセンター

スポーツ体験編：7月・8月・12月・1月（各回申込）
東京都障害者総合スポーツセンター
教室体験編：9月・10月・11月・12月
他フォローアップ講習会

http://tsad-portal.com

21 ボランティア募集

外掲示板

全般

認定NPO法人キャンサーネットジャパン

2017年8月19日（土）・20日（日）※1日でも可能コングレスクエア日本橋２・３階

http://www.cancernet.jp/jcf/2017

■きょうだい児たちと遊ぶボランティア募集しています！

■ジャパンキャンサーフォーラム2017
ボランティア大募集！

きょうだいの会

日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオ

http://emao311.org/
青山学院大学青山キャンパス
17号館1階学生食堂（イチナナ）

http://www.phd-kobe.org/tour.html

葛西海浜公園/西なぎさ

小学館レクリエーションリーダーズクラブ
（㈱小学館集英社プロダクションの外部ボランティア団体）

説明会：2017年5月14日（日）～ 毎週末実施

22 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

23 その他

内掲示板

■復興フォーラムin大阪
災害救援・復興支援
とにかく東北に行こう！～みつけた、私の『たからもの』～

復興庁ボランティア・公益的民間連携班

24 講座・セミナー

内掲示板

■首都圏第103期 一橋大学第19回
災害救援・復興支援
災害救援ボランティア講座

災害救援ボランティア推進委員会
協力：（公財）日本法制学会
（一社）防災教育普及協会
後援：総務省消防庁・NHK

2017年8月10日（木）
11日（金祝）
12日（土）

25 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■福祉を知ろう インターンシッププロジェクト
夏期募集受付中

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

インターンフォーラム（説明会）
2017年6月21日（水）～8月17日（木）
随時都内各地で開催

26 イベント

外掲示板

全般

■第15回フミコムcafé -つながりづくりの“キッカケ”の場現場発！学生が伝える“ボーダーレス社会”

文京区社会福祉協議会

2017年6月12日（月）午後7時~8時半

27 イベント

内掲示板

全般

■学生×ソーシャルアクション マッチングパーティー
企業・団体と出会いたい学生大募集！

文京区社会福祉協議会
文京ボランティア支援センター

28 講座・セミナー

外掲示板

教育支援

■低所得家庭の子どもたちのための
学習支援コーディネーター養成講座〈第2期〉

NPO法人キッズドア

2017年6月14日（水）午後6時～8時
（事前申込：2017年６月12日（月））
受講説明会：2017年6月3日（土）午後1~3時
養成講座：2017年7月2日（日）～8月5日
（土）

29 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：飯田橋セントラルプラザ10階

全般

■ボランティア・市民活動シンポジウム2017
ボランティア活動を文化として根付かせる
～持続可能な社会を実現するために～

自主研修（毎月1回）
2017年6月13日（火）18時~
2017年7月7日（火）18時～

「広がれボランティアの輪」連絡会議

2017年6月14日（水）午後3時15分～5時45分
（申込締切：2017年6月6日（火））

社会福祉法人全国社会福祉協議会

30 イベント

内掲示板

31 ボランティア募集

内掲示板

32 ボランティア募集

内掲示板

33 その他

外掲示板

34 その他

■小学館レクリエーションリーダーズクラブ 新しい仲間募集!!

ラック①

■ながぐつプロジェクト
災害救援・復興支援
復興支援ボランティア募集！！
■ながぐつプロジェクト
災害救援・復興支援
復興支援ボランティア募集！！
■中日国交正常化45周年 全日本青年作文コンクール
国際協力
2017
全般
■第3階SYDきらめきメッセージ全国コンクール

（一財）日本財団学生ボランティアセンター
（Gakuvo)
（一財）日本財団学生ボランティアセンター
（Gakuvo)
人民中国雑誌社、中華人民共和国駐日本国大
使館、（公財）日本科学協会
SYD

35 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■全国青年ボランティア・アクションin福島 参加者募集

SYD

36 ボランティア募集

内掲示板

■東日本大震災仮設住宅訪問青少年ふれあいボランティア
災害救援・復興支援
リーダー募集！

SYD

37 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■青年ボランティア・アクションinフィリピン2017
海外ボランティア体験活動 参加者募集！

38 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■子ども自然体験キャンプ 青年ボランティアリーダー募集

SYD

■しぶやボランティアセンターpresents
2017夏・体験ボランティア
■まちの課外活動「こみゅーす」
中高生の活動をサポートしませんか？

渋谷区社会福祉協議会
しぶやボランティアセンター

39 ボランティア募集

ラック①

全般

40 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

SYD

湘南まちいくプロジェクト

2017年6月12日（月）午前10時～12時15分

2017年6月９日（金）～6月11日（日）
（申込締切2017年6月6日（火））
2017年6月16日（金）～6月18日（日）
（申込締切2017年6月13日（火））

地下鉄神保町駅徒歩5分

http://www.shorec.com/young_recruitment.html

大阪国際会議場 グランキューブ大阪

http://www.reconstruction.go.jp/topics/m17/04/20170414_fukkou-forum_in_ohsaka.pdf

一橋大学国立キャンパス
立川防災館

www.saigai.or.jp

http://www.fukushi-intern.jp

文京区民センター地下1階
文京区民センター3階 ３C会議室
キッズドア・ラーニングラボ

https://ws.formzu.net/fgen/S35105551/

http://www.hirogare.net/

福島県いわき市
福島県いわき市

応募期間2017年4月20日（木）～7月31日（月）

http://www.peopleschina.com

応募締切：2017年11月30日（木）
申込締切：①2017年6月23日（金）
②2018年2月23日（金）
活動日程：①2017年7月29日～8月3日
②2018年3月30日～4月4日
活動日：2017年7月15日～17日、8月29日～31日、
9月16日～18日、11月3日～5日、
2018年1月６日～8日（複数回同時申込
活動日程：2017年8月22日（火）～28日（月）
（応募締切：2017年7月3日（月））
活動日程：2017年7月～8月
（応募締切：2017年7月末ごろ）

http://www.syd.or.jp/
福島県および宮城県

http://www.syd.or.jp/

宮城県石巻市、名取市（予定）

http://www.syd.or.jp/

フィリピン
http://www.syd.or.jp/
（マニラ市、ケソン市、ナボタス市、サンマテーヨ市
全国各地

http://www.syd.or.jp/

申込受付：2017年6月27日（火）～7月22日（土） 渋谷区内
活動期間2017年7月～2018年3月

http://shonan-machiiku.com/

