ボランティアセンター掲示版 新着情報リスト（11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 イベント

外掲示板

国際協力

■第３８回日本定住難民とのつどい

アジア福祉教育財団

2017年11月12日（日）13-16時

新宿文化センター

2 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■持続可能な金融に関するアジア太平洋地域円卓会議
運営ボランティア募集

UNEP FINANCE INITIATIVE

2017年12月11-12日 8-18時
両日もしくは１日、半日でも可

国連大学（東京都渋谷区）

3 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■青学 2018年度外国人留学生チューター＆レジデント・アシス
青山学院大学 国際交流センター
タント(RA)大募集！

4 講座・セミナー

内掲示板

■岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構
災害救援・復興支援
首都圏向け報告会

岩手大学

2017年12月3日（日）

5 ボランティア募集

内掲示板

スポーツ・文化・芸術
■東京マラソン2018 ボランティア募集

東京マラソン財団オフィシャルボランティアクラブ
「VOLUNTAINER」

2018年2月22～25日

6 ボランティア募集

外掲示板

■2020年東京オリンピックに向けて英語を学ぶ会
スポーツ・文化・芸術
ボランティアスタッフ募集

渋谷区子どもテーブル
渋谷区社会福祉協議会・渋谷区

毎月2回 土曜午後

総合ケアコミュニティ・せせらぎ

2017/11/10

7 その他

外掲示板

■2020年東京オリンピックに向けて英語を学ぶ会
スポーツ・文化・芸術

渋谷区子どもテーブル
渋谷区社会福祉協議会・渋谷区

2017年11月18日（土）13:30-14:30

総合ケアコミュニティ・せせらぎ2階『Ｂ学習室』

2017/11/10

8 イベント

内掲示板

まちづくり

■とちぎ出身者のつどい
Vol.01 学生限定！キックオフイベント

栃木県

2017年11月15日（水）18:30～21:00

神楽坂ＨＣスタジオ

9 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■地球を舞台に
海外・国内でボランティア

NICE（日本国際ワークキャンプセンター）

10 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■横浜YMCA英語学校ボランティア募集
(英語力・ボランティア経験不問）

横浜中央YMCA英語学校

11 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■横浜YMCA英語学校児童英語クラスサポートボランティア募集
(英語力・ボランティア経験不問）

12 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

13 ニュースレター

ラック①

全般

14 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
■災害救援ボランティア講座

立教大学ボランティアセンター主催

2018年2月24日（土）、3月3日（土）、3月10日
（土）

立教大学（東京都豊島区）

15 講座・セミナー

内掲示板

■災害時学生ボランティア研修会
災害救援・復興支援
講師：アルピニスト 野口 健 氏

警視庁警備部災害対策課主催

2017年12月9日（土）13:30-16時

新宿NSビル30階

2017/11/15

16 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
■ワカモノ防災がっこう

NPO法人コドモ・ワカモノまちing

2017年12月17日 12:30-16:50

そなエリア東京（有明駅すぐ）

2017/11/15

17 イベント

内掲示板

スポーツ・文化・芸術
■体感！ロービジョンフットサル＆電動車椅子サッカー

（公財）新宿未来創造財団

2017年12月17日（日）10:00～

新宿コズミックセンター大体育室

2017/11/17

18 ニュースレター

ラック①

全般

■Npop'n vol.53

新宿NPO協働推進センター

2017/11/17

19 ニュースレター

ラック①

全般

■ちよだ社協のスペシャルなフリーマガジン

千代田区社会福祉協議会

2017/11/17

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18号

狛江市社会福祉協議会

2017/11/17

21 ニュースレター

ラック①

全般

■ボランティアをしたい人と必要とする人をつなぐ情報誌
あらんてあ 11月号

荒川区社会福祉協議会

2017/11/17

2017/11/1

http://www.unepfi.org/events/regions-events/asia-pacific-events/ap-agenda/

2017/11/6

2017/11/6

2017年11月23日（木・祝）9-15時
2017年12月23日～25日 9-16時

2017/11/8

千代田区立日比谷図書文化館

http://www.voluntainer.jp/

2017/11/10

http://www.facebook.com/tochigiysn/

2017/11/10

http://www.nice1.gr.jp

2017/11/10

横浜市中区

2017/11/15

横浜中央YMCA英語学校

横浜市中区

2017/11/15

■横浜YMCA英語学校
日本語ボランティア（留学生サポート）募集
（資格不要）

横浜中央YMCA英語学校

登録説明会
横浜市中区
2017年12月9日（土）13-14時
2018年1月11日（木）・2月7日（水）15:30-16:30

2017/11/15

■杉並のボランティア情報誌「ボラン.て」 2017年11月
・ボランティア募集情報

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

2017/11/15

www.saigai.or.jp

2017/11/15

■中野ボランティアセンター情報誌
そよかぜ 11月号

22 ニュースレター

ラック①

全般

23 講座・セミナー

内掲示板

■平成29年度大学間連携災害ボランティアシンポジウム
災害救援・復興支援
被災地支援に期待される学生ボランティアを考える

24 講座・セミナー

外掲示板

社会福祉

■障害を知ろう
弱視・聴覚障害の世界 私たちにできること
■Alternative Leadership Program in
INDONESIA
グローバルな問題意識と行動力を合わせもつ
次世代リーダー育成プログラム

中野区社会福祉協議会

2017/11/17

大学間連携災害ボランティアネットワーク事務局 平成29年12月16日（土）11時～16時半

東北学院大学

2017/11/21

渋谷区社会福祉協議会 しぶやボランティアセンター
2017年12月6日（水）18：30～20：30

美竹の丘・しぶや

2017/11/21

申込締切：12月2日
説明会：2017年11月22,25,30日
開催日程：
①社会起業家プログラム：2018年2月4日~18日
②文化・教育プログラム：2018年2月26日～3月
12日

インドネシア

2017/11/21

2017年11月29日（水）17:00～20:30

お茶の水クリスチャンセンター

2017/11/21

2017年12月19日（火）18：30開場

渋谷董友ビル（キューピー本社ビル）2階大会議室

2017/11/21

2017/11/22

25 講座・セミナー

外掲示板

国際協力

日本財団学生ボランティアセンター

26 イベント

外掲示板

国際協力

27 イベント

マガジンラック①

社会福祉

28 イベント

ラック①

全般

■アムネスティインターナショナル ユース合宿
グローバルな視点でジェンダー問題を斬る！

アムネスティインターナショナル

2017年12月15日（金）20：00～17日（日）

埼玉県

29 イベント

内掲示板

まちづくり

■とちぎ出身者のつどい
Vol.02 学生限定！楽しいとちぎを考えよう

栃木県

2017年12月12日（火）18:30～21:00

神楽坂ＨＣスタジオ

http://www.facebook.com/tochigiysn/

2017/11/24

■福福 子どもの笑顔プロジェクト 2017冬 ボランティア募
福井市自然体験交流推進協議会
集
福井県で福島の子供たちと1週間一緒に過ごしませんか？

2017年12月30日（土）～1月5日（金）

福井県福井市

http://fukui-kyougi.com

2017/11/24

http://wh-fukushima.com

2017/11/29

■ベトナム少数民族 de プティ・マルシェ
国際開発救援財団（FIDR)
ベトナム ナムザン郡の地域活性化支援として
開発された特産品販売
■公益社団法人日本フィランソロピー協会定例セミナー特
日本フィランソロピー協会
別企画
映画鑑賞と対談『少年と自転車』 ～里親について考える夕

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

災害救援・復興支援
■ふくしまふるさとワーキングホリデー 参加者募集中

福島県

2017年12月～2018年3月（滞在期間2～4週間）福島県

