ボランティアセンター掲示版 新着情報リスト（6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

■2017夏休み環境教育キャンプ
喘息・食物アレルギー・アトピー性皮膚炎があっても大丈夫
■食物アレルギーの人の力強い味方サイト開設
東京子育て・食物アレルギーマッピング

主催・発行元

日時

1 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

2 その他

ラック①

社会福祉

3 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

4 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

5 ボランティア募集

マガジンラック①

全般

6 ボランティア募集

マガジンラック①

全般

■NPO法人ぱれっと ボランティア募集

NPO法人ぱれっと

随時募集

7 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■キャンプリーダー募集

NPO法人なみあい育遊会

夏および冬

8 その他

内掲示板

まちづくり

■ならは -福島県双葉郡楢葉町パンフレットならは応援団団員募集

（一社）ならはみらい
ツナミクラフト

■発達障害児療育キャンプボランティア募集
■NPOでボランティアをしてみませんか？
ひきこもり・不登校の子ども・若者を支援するボランティア研
修
■夏のボランティア体験 ナツボラ2017
（世田谷区内在住・在学・在勤の方対象）

認定NPO法人アトピっ子地球の子ネットワーク

開催場所

2017年8月14日（月）～16日（水）

神奈川県立藤野芸術の家（相模原市）

2017年8月17日～23日

東京YMCA山中湖センター

認定NPO法人アトピっ子地球の子ネットワーク
畑中こども研究所
神奈川県立青少年センター
社会福祉法人 世田谷ボランティア協会

事前研修：2017年8月11日（金・祝）
活動体験：2017年10月6日（金）
意見交換・交流会：2017年10月7日（土）
2017年7月18日（火）～8月31日（木）
（申込受付7/2, 7/9 11:00~14:00）

関連サイト
http://www.atopicco.org

VC 受付日
2017/6/1

http://foodallergy-tokyo.com/

2017/6/1

http://www.hatapapa.gr.jp

2017/6/2

神奈川県立青少年センター

2017/6/2

世田谷ボランティアセンター

2017/6/2
2017/6/2

長野県南信州

www.namiyou.com

2017/6/5

福島県双葉郡楢葉町

http://narahamirai.sakura.ne.jp/

2017/6/7

2017年8月25日～9月1日

タイ王国

http://tsunamicraft.asia/

2017/6/8

9 その他

外掲示板

国際協力

■ツナミクラフト2017夏 津波復興タイ験ツアー
サバンナのある島でホームステイ

10 その他

外掲示板

国際協力

■ツナミクラフト2018春 津波復興タイ験ツアー

ツナミクラフト

2018年3月8日～3月15日

タイ王国

http://tsunamicraft.asia/

2017/6/8

11 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■横浜YMCA 地球市民育生プログラム
第24回 国際ボランティアinタイ

横浜YMCA

2017年8月18日～8月28日

タイ王国

http://www.yokohamaymca.org/

2017/6/8

12 ニュースレター

マガジンラック③

全般

13 ニュースレター

ラック②

全般

■しぶやボランティアセンター情報6Jun 2017年6月5日発行
■ボランティア募集情報、助成金情報、図書紹介 ほか
■ネットワーク
特集-協働 互いの強みを生かし社会課題の解決を
■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年6月
・はじめてのボランティア説明会（6/17開催）
・ボランティア募集情報
■・飢餓対策ニュース
■国際協力活動を目指す人のための
ファシリテータートレーニングキャンプIN沖縄
■サマーキャンプinボリビア 宝探しの旅
子どもと交流×恐竜の足跡観光×支援地訪問

（福）渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

2017/6/9

東京ボランティア・市民活動センター

2017/6/12

社旗福祉法人杉並区社会福祉協議会
杉並ボランティアセンター

14 ニュースレター

ラック①

全般

15 ニュースレター

マガジンラック③

国際協力

16 講座・セミナー

外掲示板

国際協力

17 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

18 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
■「東北の津波遺児に寄り添うファシリテーター」養成講座

19 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■東京都教育庁人材バンク募集案内

東京都教育委員会

20 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■福福子供の笑顔 2017夏プロジェクト

福井市自然体験交流推進協議会

2017年8月15日（火）~21日（月）
（申込締切7月26日（水））

■アジア社会起業家育成塾

（特活）アジア・コミュニティーセンター21
（ACC21）

2017年8月5日（土）～2018年2月28日（水） アジア文化会館（東京都文京区）ほか
南相馬市
桜の聖母短大

2017/6/15

高齢者施設、福祉施設、医療センター等

2017/6/15

21 講座・セミナー

http://borasen.jp

2017/6/12

http://www.jifh.org/

2017/6/12

沖縄県立糸満青少年の家

http://www.jifh.org/

2017/6/12

ボリビア

http://www.jifh.org/

2017/6/12

あしながレインボーハウス（京王線百草園）

http://www.ashinaga.org/rainbowhouse/

ボリビア

（一財）日本国際飢餓対策機構
（一財）日本国際飢餓対策機構
（一財）日本国際飢餓対策機構
あしなが育英会

2017年8月15日（火）~19日（土）
（申込締切7月22日（金））
2017年8月14日（月）～26日（土）
（申込締切6月21日（水））
2017年7月8・9日（土日）

福井県福井市芦見地区（リズムの森）

外掲示板

国際協力

22 その他

内掲示板

■福島県平成29年度 若者交流支援事業
災害救援・復興支援「福島」を見て、
「福幸（ふっこう）」について語り合いませんか？

桜の聖母短期大学

2017年7月14日（金）～15日（土）
7月22日（土）
(申込締切2017年6月23日（金））

23 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

社会福祉法人パール

2017年7月1日～9月30日 及び通年

24 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■大学生の力を活用した集落復興支援事業

福島県企画調整部地域振興課

提出締切 2017年8月31日（木）

東洋大学ボランティア支援室

2017年7月7日（金）

ＹＭＣＡ東京日本語学校

2017年7月22日（土）～23日（日）

ＹＭＣＡ東京日本語学校

日本語会話：2017年7月12日（水）・25日
（火）
都内見学同行：2017年7月19日（水）

YMCA東京日本語学校、東京駅・丸の内近辺

NPO法人千葉自然学校

2017年7月1日（土）・8日（土）～9日（日）

塚本大千葉ビル、千葉県立君津亀山少年自然の家

25 その他

ラック①

全般

26 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

27 ボランティア募集
28 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■スーパーパワーボランティア参加者募集

■東洋大学ボランティア支援室オープニングイベント
東洋大学ボランティアフォーラム2017
■ホストファミリー募集！
☆土日1泊2日のワンナイトホームステイ
☆日本語を勉強している外国人との国際交流
■国際交流ボランティア募集！
日本語会話＆都内見学同行
■自然体験を楽しく学ぶ
NEALリーダー養成講習会

外掲示板

教育支援

29 講座・セミナー

内掲示板

■2024年パラリンピックに向け
スポーツ・文化・芸術
セーリングを習いボランティアするボランティア講習会

30 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

31 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■AZABU SUMMER CAMP 2017
ボランティアリーダー募集
■三宅島に緑を！植林ボランティア参加者募集

2017/6/12

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/jinji/j-bank.htm

2017/6/12

http://fukui-kyougi.com/

2017/6/13

http://www/acc21.org

2017/6/14

2017/6/15
東洋大学白山キャンパス2号館16階

2017/6/16

http://www.ymcajapan.org/ayc/nihongo/

2017/6/16

http://www.ymcajapan.org/ayc/nihongo/

2017/6/16
2017/6/19

【学習】2017年7月15日（日）
特定非営利活動法人日本障害者セーリング協会
【実習】2017年7月29・30日、8月19・20日

東京ボランティアセンター
千葉市稲毛ヨットハーバー

http://parasport-sailing.jp

2017/6/19

港区立麻布子ども中高生プラザ

2017年8月20日～22日

群馬県おにし青少年野外活動センター

http://azabu-plaza.jp

2017/6/19

特定非営利活動法人地球緑化センター

2017年10月6日～8日
（申込締切：2017年9月25日（月））

東京都三宅島

http://www.n-gec.org

2017/6/19

32 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■湘南海岸林 整備ボランティア募集

特定非営利活動法人地球緑化センター

2017年7月22日（土）
（申込締切：7月14日（金））
10・11月にも開催予定

神奈川県湘南海岸砂防林

http://www.n-gec.org

2017/6/19

33 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■太樹の森を未来へ
樹齢300年の森林づくり 参加者募集

特定非営利活動法人地球緑化センター

2017年10月14日～15日
（申込締切：10月6日（金））

長野県 赤沢自然休養林

http://www.n-gec.org

2017/6/19

34 ニュースレター

ラック①

全般

■ボランティア市民活動情報「えくぼ」第13号

狛江市市民活動支援センター

http://komaekubo1234.kokosil.net/

2017/6/19

35 ニュースレター

ラック①

全般

■えどがわボランティアセンターだより 第26号

（公財）えどがわボランティアセンター

2017/6/19
2017/6/19

36 ニュースレター

ラック①

全般

■「あらんてあ」 6月号

荒川区社会福祉協議会
荒川ボランティアセンター

37 ニュースレター

ラック①

全般

■Npop'n vol.48

新宿NPO協働推進センター

全般

■「夏の体験ボランティア」キャンペーン2017 参加者募
東京ボランティアセンター市民活動センター
集

2017年6月25日・27日
7月12日・20日・23日・8月2日

東京都新宿区セントラルプラザビル10階

■ダヴィンチ☆マスターズ
～楽しみながら理数分野が好きになるイベント～
ボランティアスタッフ20名募集

ダヴィンチ☆マスターズ実行委員会
（㈱エンパシージャパン内）

2017年7月23日（日）

国立オリンピック記念青少年総合センター

38 ボランティア募集

外掲示板

http://snponet.net/

2017/6/19
2017/6/19

39 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

40 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■夏季集中ボランティア2017参加者募集

復興大学災害ボランティアステーション

2017年8月

気仙沼市/石巻市/山元町

2017/6/19

41 ボランティア募集

内掲示板

社会福祉

あやめの苑・代々木

2017年8月6日（日）

あやめの苑・代々木（渋谷区代々木）

2017/6/20

42 講座・セミナー

内掲示板

■防災・減災ボランティア講座
災害救援・復興支援
「大災害に備えて」

成蹊大学ボランティア支援センター

2017年7月12日（水）17:00～19:00

成蹊大学

認定NPO法人アクセス

2017年8月21日～9月1日
2017年9月4日～9月15日
（申込締切：2017年7月18日（火））

フィリピン

43 講座・セミナー

外掲示板

国際協力

■障害者施設での納涼祭/障子張りのボランティア募集

■フィリピンスタディツアー

www.davincimaster.com/

http://www.seikei.ac.jp/university/index.html

2017/6/19

2017/6/22

2017/6/29

