ボランティアセンター掲示版 新着情報リスト（10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

開催場所

関連サイト

VC 受付日

1 講座・セミナー

外掲示板

教育支援

■青年ボランティアリーダー養成講座

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

2017年11月~4月

2 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

■東京都観光ボランティア募集開始

東京都

募集期間：2017年9月25日～10月16日

3 講座・セミナー

外掲示板

社会福祉

■よりよい社会を作るために人権活動家が、今、
学生に伝えたいこと －学生限定ワークショップ

アムネスティ・インターナショナル日本 ユース・ネット
ワーク

2017年10月25日（水）

青山学院大学ボランティアセンター

2017/10/4

4 講座・セミナー

外掲示板

社会福祉

■陳光誠講演会「不屈力」
亡命から5年 盲目の人権活動家が語る

アムネスティ・インターナショナル日本 ユース・ネット
ワーク

2017年10月29日（日）14-17時

明治大学駿河台校舎

2017/10/4

5 講座・セミナー

外掲示板

社会福祉

■〈10代向け〉みんなで語ろう！LGBT

アムネスティ・インターナショナル日本 子どもネット
ワーク

2017年10月8日（日）14-17時

アムネスティ・インターナショナル日本 東京事務所

2017/10/4

6 イベント

外掲示板

社会福祉

■TOKYO SOCIAL FES
スタイリッシュで最先端 あなたが知らない福祉の世界

東京都

2017年11月19日（日）11-18時

渋谷ヒカリエホールAB

2017/10/5

7 ボランティア募集

文京区区民センター

国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）
http://www.kskk.or.jp

2017/9/29
2017/10/2

外掲示板

教育支援

■「外国にルーツを持つ子ども」の教育ボランティア募集

CCS世界の子供と手をつなぐ学生の会

2017年10月21日（土）18:30-20

8 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■野外活動ボランティアスタッフ募集

日本児童野外活動研究所（日野研）

通年 （好きな日程を選び参加）

9 講座・セミナー

外掲示板

教育支援

■学習ボランティア養成講座 11～12月コース

港区生活福祉調整課自立支援担当

2017年11月、12月

10 ニュースレター

マガジンラック③

全般

■しぶやボランティアセンター情報10Oct
■ボランティア募集情報

（福）渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

11 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

■代官山HALLOWEEN2017
ボランティアスタッフ募集

代官山ハロウィン実行委員会

2017年10月29日（日）14-17時

代官山

■外国につながる生徒（高校生・中学生）のための
多文化学習活動センター「CEMLA」
学習支援ボランティア募集

相模原青陵高校

通年

相模女子大学茜館内

2017/10/11

Gakubo

2017年10月２１，２１，２８，２９日 全4陣

福岡県朝倉市

2017/10/12

12 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

13 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■九州北部豪雨復興支援ボランティア募集！

14 助成金情報

ラック①

全般

■2018年度学生対象の人材育成活動への助成事業 （公財）電通育英会
■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年9月
・ボランティア募集情報
■いろんな言葉、広がる世界
TOKYO みみカレッジ
聴覚障害や手話についての理解を深めるイベント！

15 ニュースレター

ラック①

全般

16 イベント

外掲示板

社会福祉

17 ニュースレター

ラック②

全般

18 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

19 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
震災と子どもの人権

■ネットワーク
特集-「関係性の貧困」を考える
■学生の居場所づくり
Voice Sharingの運営を一緒に取り組みませんか？

■人権シンポジウムin東京
いま、私たちにできる支援について考える

http://ccs-ngo.main.jp/join/

2017/10/6

http://www.asoborakids.jp

2017/10/6

芝浦区民共同スペース

2017/10/6

2017/10/10

https://daikanyamahallowee.wixsite.com/home

2017/10/12

応募締切：2017年12月8日（金）

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
東京都

2017/10/10

2017/10/12
2017年11月19日（日）10-16時半

首都大学東京 南大沢キャンパス

2017/10/17

東京ボランティア・市民活動センター

2017/10/17

Youth LINK

月２回程度

飯田橋近辺の公民館等

人権教育啓発推進センター
「人権シンポジウムin東京」事務局

2017年10月28日

時事通信ホール（東京都中央区銀座）

2017/10/18

http://www.jinken.or.jp/

2017/10/20

20 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17号

狛江市市民活動支援センター

2017/10/20

21 ニュースレター

ラック①

全般

■えんがわだより

調布市市民活動支援センター

2017/10/20

22 ニュースレター

ラック①

全般

■「あらんてあ」 10月号

荒川区社会福祉協議会
荒川ボランティアセンター

2017/10/20

23 ニュースレター

ラック①

全般

■Npop'n vol.52

新宿NPO協働推進センター

2017/10/20
2017/10/20

■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年10月
杉並ボランティアセンター
・ボランティア募集情報
■「体験学習」サポーター養成講座
しぶやボランティアセンター
車いすの指導で活躍しませんか？
■保育ボランティア 大募集
NPO法人Hand&Foot
講演会中の子供たちの見守り

24 ニュースレター

ラック①

全般

25 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

26 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

内掲示板

■全国各地での被災地支援の経験を生かして、実践に役立つセミナーを開催
災害救援・復興支援
ピースボート 災害ボランティアセンター
明日はわが身、はじめよう 防災・減災

27 イベント
28 ボランティア募集

外掲示板

29 ボランティア募集

内掲示板

30 ボランティア募集

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

ラック①

34 講座・セミナー

内掲示板

35 ボランティア募集
36 ボランティア募集

外掲示板
外掲示板

■第３４回伊那谷こども村ウィンターキャンプ
教育支援
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！
■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！
■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！
■アムネスティ・ユースとして一緒に活動しよう！
全般
メンバー募集中
■これでいいの？
災害救援・復興支援
災害時のボランティアツアーの企画と運営
国際協力
■海外スタディツアー＆海外インターンシップ
国際協力
■国内外 ワークキャンプ

2017/10/20
2017年11月15日（水）14-17時

渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ2階

2017/10/23

2017年11月12日（日）

京橋プラザ区民館1階 多目的ホール

2017/10/23

2017年12月2日（土）

モンベル渋谷店

2017/10/25

野外教育研究財団

2017年12月、1月

南信州

2017/10/27

Gakuvo

2017年11月10日～11月12日（申込締切：11月3日）
福島県いわき市

2017/10/27

Gakuvo

2017年11月17日～11月19日（申込締切：11月10日）
福島県いわき市

2017/10/27

Gakuvo

2017年12月1日～12月3日（申込締切：11月24日）
福島県いわき市

2017/10/27

Gakuvo

2017年12月15日～12月17日（申込締切：12月8日）
福島県いわき市

2017/10/27

アムネスティ・インターナショナル
東京ボランティア・市民活動センター
ピースインツアー
特定非営利活動法人good！

2017/10/30
2017年12月2日（土）14-16時半

飯田橋レインボービル2階中会議室

2017/10/30

カンボジア・ベトナム・ミャンマー
スリランカ・タイ・韓国・日本国内

2017/10/31
2017/10/31

