ボランティアセンター掲示版 新着情報リスト（7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

1 講座・セミナー

外掲示板

国際協力

■学ぼう！伝えよう！世界の「食料問題」

特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド

2017年8月～11月
（申込締切：2017年8月2日（水））

2 助成金情報

外掲示板

全般

■2017学生ボランティア助成希望団体募集

（一財）学生サポートセンター

応募期間2017年7月3日～10月16日

■しぶやボランティアセンター情報7July
■2017夏・体験ボランティア募集（7/22締切）
ボランティア募集情報、助成金情報ほか

（福）渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

3 ニュースレター

マガジンラック③

全般

4 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

5 ボランティア募集

外掲示板

6 ボランティア募集

内掲示板

7 その他

内掲示板

8 ニュースレター

ラック①

9 ボランティア募集

外掲示板

10 ボランティア募集
11 ボランティア募集

内掲示板
内掲示板

12 ボランティア募集

内掲示板

13 助成金情報

ラック①

14 ボランティア募集

内掲示板

■一日からできるボランティア
イベントボランティア募集 第24回AIDS文化フォーラムin横
浜
■四季の感育学校in藤野 子どもキャンプ
教育支援
若者ボランティア大募集！
■NHK防災パーク2017
災害救援・復興支援
若者ボランティア大募集！
■ふくしまに来て、見て、感じる スタディツアー
災害救援・復興支援
参加学生募集！
■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年7月
全般
・特集 イマドキの学生事情～ボランティアってどうよ⁈～
・ボランティア募集情報
教育支援
国際協力

■D-SHiPS32 サマーキャンプ2017
一緒に創るボランティアを募集しています
■第5回日韓未来対話 ボランティア募集

災害救援・復興支援
■ふくしまでワーホリにチャレンジ
■福岡県朝倉地区被災地復旧
災害救援・復興支援
ボランティアBUS派遣
■青少年の社会貢献活動を表彰する
全般
第8回青少年フィランソロピスト賞
■ふるさとの復興見学会 for students
災害救援・復興支援
岩手県 陸前高田市 大船渡市
■「心のバリアフリー」動画コンテスト
テーマ：東京から広がる「心のバリアフリー」

15 その他

外掲示板

社会福祉

16 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
■第7回船橋市災害救援ボランティア講座

2017年7月～8月 5日程あり

神奈川県相模原市

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

2017/7/11

2017年8月26日（土）、27日（日）

渋谷NHK放送センター特設会場

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

2017/7/11

福島県広報課

2017年8月22日（火）～24日（木）

福島県内 5コース

NPO法人D-SHiPS32

2017年8月5日（土）・6日（日）

長野県東御市（渋谷駅集合）

言論NPO

2017年7月28日（金）・29日（土）

7月28日：学士会館
7月29日：国連大学

forum@genron-npo.net

2017/7/15

福島県企画調整部地域振興課

2017年8月~9月（夏期）
2017年12月～2018年3月（冬期）

福島県

http://wh-fukushima.com

2017/7/18

NPO法人team RESCUE

2017年8月・9月 6日程あり

福岡県朝倉地区

（公社）日本フィランソロピー協会
後援：文部科学省

応募締切：2017年7月24日（金）

岩手県沿岸広域振興局

2017年9月6日（水）

東京都福祉保健局

2017年9月15日（金）

災害救援ボランティア推進委員会

2017年9月29・30日、10月1日
申込締切：2017年9月22日

船橋市消防指令センター/船橋市役所

2017/7/21

福島県いわき市

2017/7/21

教育支援

■特別支援学校での教育支援ボランティア募集

東京都立矢口特別支援学校

随時

東京都立矢口特別支援学校

2017年9月16日（土）～全5回

自立生活サポートセンター・もやい

2017年9月２日（土）・3日（日）
2017年7月末～11月
（申込締切：実施2週間前まで）

■これだけは知っておきたい！貧困問題基礎講座2017

2017/7/11
2017/7/12

外掲示板

社会福祉

2017/7/10

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

18 ボランティア募集

ラック①

2017/7/7

NPO法人コドモ・ワカモノまちing

日本財団学生ボランティアセンター(Gakuvo)

20 講座・セミナー

2017/7/5

NPO法人コドモ・ワカモノまちing

災害救援・復興支援
■ながぐつプロジェクト復興支援ボランティア募集！

教育支援

2017/7/3

かながわ県民センター

内掲示板

外掲示板

http://www.gakusei-sc.or.jp

VC 受付日

2017年8月4日（金）～6日（日）

17 ボランティア募集

19 ボランティア募集

関連サイト

（公財）横浜YMCA
AIDS文化フォーラムin横浜事務局

2017年8月2日（水）～5日（土）
8月18日（金）～21日（月）
9月1日（金）～4日（月）
9月13日（水）～16日（土）

■東京都立矢口特別支援学校
ボランティア養成講座のご案内

開催場所

ハンガー・フリー・ワールド事務所（東京都千代田区飯田橋）
http://www.hungerfree.net/news/12173/

2017/7/13

2017/7/18

http://www.philanthropy.or.jp/youth

2017/7/18
2017/7/18

岩手県陸前高田市・大船渡市

2017/7/21

東京都立矢口特別支援学校
（東京都大田区）
東京都立矢口特別支援学校
（東京都大田区）

2017/7/21

2017/7/21

パルシステム東京（東京都新宿区大久保）

2017/7/21

21 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■4泊5日の田舎体験 若葉のふるさと協力隊

地球緑化センター

22 ニュースレター

ラック①

全般

■「あらんてあ」 7月号

荒川区社会福祉協議会
荒川ボランティアセンター

2017/7/21

23 ニュースレター

ラック①

全般

■Npop'n vol.49

新宿NPO協働推進センター

2017/7/21
2017年8月11日（金）

新宿NPO協働推進センター

2017/7/21

アイ・らんど町田

平日：13～19時
土曜・祝日・長期休暇：10時半～18時

アイ・らんど町田（東京都町田市旭町）

2017/7/24

ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

https://pro.form-mailer.jp/fms/8e6fc035101178

2017/7/26

広島県福山市
福山ニューキャッスルホテル

https://www.mwt-mice.com/events/vfhiroshima2017

2017/7/28

24 その他

内掲示板

まちづくり

■これからの社会のために五輪・パラ五輪を若者から考え すずめの未来市、A SEED JAPAN、
る
元気になろう福島

25 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■放課後等デイサービスアイ・らんど ボランティア募集
小～高校生の知的・身体に障害をもつ方の支援

26 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■サマーソニック グリーンボランティア大募集！！

㈱グリーンアップル

説明会（参加必須）
2017年8月3・5・10日のいずれか1日
活動
2017年8月19日（土）・20日（日）

27 ボランティア募集

内掲示板

全般

■ボランティア全国フォーラム2017

ボランティア全国フォーラム2017備後圏域実
行委員会
「広がれボランティアの輪」連絡会議
社会福祉法人 全国社会福祉協議会

2017年11月18・19日（土・日）

http://www.n-gec.org

2017/7/21

28 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■東京大学総合研究博物館
インターメディアテク ボランティア募集

東京大学総合研究博物館

2017年10月初旬～3月下旬 月・水
募集締切：2017年9月18日（月）

ＪＰタワー学術文化総合ミュージアム
「インターメディアテク」（丸の内KITTE内）

2017/7/28

