ボランティアセンター（青山キャンパス）掲示版 新着情報リスト（5月分）
NO

分類(種別)

1 ボランティア募集

2 イベント

掲示場所
外掲示板

内掲示板

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動領域

タイトル
内容

全般

■ボランティアスタッフ募集

全般

■JICA地球ひろば企画展
食べるコト 生きるコト

主催・発行元

日時

開催場所

VC 受付日

社会人参加

2018/5/1

○

JICA地球ひろば

5/29(火)～9/14(金)開館時間10:00~20:00(土
日祝/18:00閉館)
JICA地球ひろば(JICA市ヶ谷ビル内)
http://www.jica.go.jp/hiroba/
※5/29は、12時オープン
体験ゾーン休館日:第１・3日曜日

2018/5/1

○

http://www.jica.go.jp/hiroba/

2018/5/1

○

http://www.n-gec.org

2018/5/1

○

2018/5/1

○

2018/5/1

○
○

医療法人社団 明芳会 IMSグループ 介護
週1回１時間~OK（9:00~17:00の間）
老人保健施設 葛飾ロイヤルケアセンター

3 イベント

内掲示板

全般

■世界の幸せと悲しみ 人間の安全保障展

JICA地球ひろば

1/15~5/25(金)開館時間10:00~20:00(土日祝
JICA地球ひろば(JICA市ヶ谷ビ
18:00閉館)
ル内)
体験ゾーン休館日:第1・3日曜日

4 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■三宅島に緑を！植林ボランティア参加者募集

特定非営利活動法人 地球緑化センター

第214回 7/6(金)夜～8日(日)申込締切
6/22(金)
第216回 10/5(金)夜～7日(日)申込締切

NPO法人 CRファクトリー

入塾 5/30(水) 卒塾 7/29(日)
全8講座 水曜と日曜に開催

5 その他

外掲示板

全般

6 その他

外掲示板

全般

7 その他

外掲示板

全般

8 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

9 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

10 その他

外掲示板

まちづくり

11 その他

マガジンラック外

全般

12 イベント

内掲示板

全般

13 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

14 ボランティア募集

15 その他

外掲示板

外掲示板

16 その他

外掲示板

17 その他

ラック

18 ボランティア募集

内掲示板

19 その他

マガジンラック外

20 その他

外掲示板

21 ボランティア募集

外掲示板

22 ボランティア募集

外掲示板

23 その他

外掲示板

■コミュニティ塾 第6期塾生募集中
コミュニティ運営を学ぶ、マネジメント人脈ネットワーク、運営者同士のつな
がりができる
■ボランティアコーディネーター基礎研修 ボランティアコーディネーションの基
礎が
■地域に根ざす中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾2018
スタートアップ編(全3回)受講生募集のご案内
■学生ボランティア大募集 さまざまなおしごと体験をとおして、子どもの
「夢」を応援する『夢★らくざプロジェクト』
■コーチングスタッフ（学習支援ボランティア）の募集
将来教員を希望するなど、高等学校の教育に理解や意欲のある学生、
高校生に国語・数学・英語・社会・理科の学習指導ができる学生。
■ご近所イノベーション学校 2018年度インターンシップ募集
港区と慶應義塾大学の協働による「地域コミュニティ活性化プロジェクト
①地域をつなぐ！交流の場づくりプロジェクト②ご近所イノベーション学校
■日本防災文化世界発信プログラム2018「私たちにしか伝えられない事
がある。」
日本の防災文化を国外にへ向けて伝えていく活動
■ボランティア活動を文化として根付かせ持続可能な社会を実現するた
めに

関連サイト

東京都三宅島

認定特定非営利活動法人 日本ボランティア
6/26(火)10:00~16:40
コーディネーター協会(JVCA)

NPO法人 CRファクトリーオフィス
京浜東北線 田町駅
http://crfactory.com/
都営三田線、浅草線 三田駅
ルーテル市ヶ谷センター 会議室
http:www.jvca2001.org
JR総武線・東京メトロ 市ヶ谷駅

東京ボランティア・市民活動センター

5/11(金)、5/25(金)、6/30(土)

飯田橋セントラルプラザ10階・12階会議室(新宿区神楽河岸1-1)
http://tvac.or.jp/

2018/5/1

夢★らくざプロジェクト

通年

http://www.yumerakuza.net

2018/5/1

勤務日:平成30年５/1~平成30年3/6までの期間
で、長期休業日を除いた平日のうちで勤務可能な日
東京都立広尾高等学校（TEL03-3400-1761）
勤務時間:16時から18時までの間で、勤務可能な時
間

東京都立広尾高等学校

活動開始７月上旬～活動終了11~12月
ご近所イノベーション学校（港区芝地区総合支所、三田の家有限責任事業組合）
（募集期間5/1～6/20）

港区芝

2018/5/1

http://gokinjo-i.jp

日本防災文化世界発信プログラム2018事 2018年６月３日、６月中旬～８月下旬、９月７日 東京都渋谷区(6/3)、韓国ソウ
務局
(金)～９月10日(月)、10月～11月予定、2019年2 ル(9/7~9/10)、東京都内(10 http://www.medical-bank.org/bousai-bunka/
厚生労働省認定 認定個人情報保護団体 月予定
月~11月予定)
千代田区立高齢者総合サポート
「広がれボランティアの輪」連絡会議
2018年6月6日(水)15時30分～18時
センターかがやきプラザ「ひだまり

■水泳のボランティアリーダー募集（女性のみ）発達に遅れや偏りのある 公益財団法人東京YWCA女性の健康事業 2018年５月19日(土)～第1・3土曜日
女児の親子水泳「かめさんくらぶ」での介助や水泳指導補助ボランティア 部
14:40~16:15(月1回程度でも可能)

野尻キャンプ場７月末～８月
■東京YWCA野尻キャンプ グループカウンセラー、水泳、アーチェリー、カ
教育支援
公益財団法人東京YWCA青少年育成事業部教育キャンプ課
キッチンヘルパーは、2018年7/9(月)～8/30(木)のう
ヌー、キッチンヘルパーのボランティア募集
ちで1週間前後
■青少年活動・子どもに関わるボランティアのためのリーダース・トレーニング
第1回 5/26(土)15:00~20:00
第1回 子どもの発達とキャンプの役割
全般
公益財団法人東京YWCA
第2回 6/2(土)12:30~15:00
第2回 子どもたちと歌おう！
第3回 6/23(土)10:00~24(日)16:00
第3回 キャンプ体験～参加者と自分の安全ために～
講座日程：5/23(水)、5/30(水)、6/6(水)、
■第40期青年ボランティアリーダー養成講座前期(第39回青少年国際
6/9(土)~10(日)、6/13(水)、6/20(水)、
教育支援
交流キャンプボランティアリーダー)
公益財団法人国際青少年研修協会
6/27(火)、9/5(水)
講座前のオリエンテーションあり
講座前オリエンテーション①5/16(水)19:00~20:00
②5/18(金)19:00~20:00③
日本キリスト教団東北教区被災者支援セン
災害救援・復興支援■スローワークVol.21 ニュースレター
ター・エマオ
委託期間：契約の日から平成31年2月28日まで
災害救援・復興支援■平成30年度 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
応募期間：平成30年４月18(水)～平成30年5月
31日(木)
■子供の体験活動を支援するリーダーへ 国立中央青少年交流の家ボ
教育支援
独立行政法人国立青少年教育新興機構 2018年6月16日(土)~17日(日)
ランティア養成研修
■自然体験活動指導者(NFALリーダー)養成講習~子供の活動体験を
教育支援
独立行政法人国立青少年教育新興機構 平成30年7月14日(土)~16日(月)
支援するリーダーへ~
■ボランティアスタッフ募集！！風の子会イベント「外に出よう」STAFF
社会福祉
NPO風の子会
2018年９月８日(土)10時~16時半
(車いすの押し手、食事介助など)
■きょうだい会ボランティア募集！
社会福祉
通年 １・２カ月に１回日曜日に開催
きょうだい児(障害のある子どもの健常の兄弟姉妹)たちと、お出かけやレク きょうだいの会
レーションを通して、悩みや不安の軽減を目的とする会
事前研修：平成30年10月6日(土)~10月7日
独立行政法人国立青少年教育新興機構 (日)1泊2日
国際協力
■日独青少年指導者セミナー
(実施)
ドイツ派遣：平成30年11月4日(日)~11月18日
文部科学省(主催)
(日)14泊15日
事後研修：平成31年5月実施予定

2018/5/1

2018/5/1
2018/5/2

○

東京YWCA会館地下1F
YWCAフィットネスワオプール

2018/5/2

○

東京YWCA野尻キャンプ場＜東
http://www.tokyo.ywca.or.jp/child/camp
京から約2時間半＞

2018/5/2

○

第1回・第2回は、東京YWCA会
館(お茶の水)
第3回は、高尾の森わくわくビレッ
ジ(八王子市高尾)

2018/5/2

○

国立オリンピック記念青少年総合
センター(NYC)東京都渋谷区
代々木神園町3-1

2018/5/2

http://emao311.org/
http://pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-56.html
福島県内の過疎・中間地域にある集落

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

2018/5/2
2018/5/8
2018/5/8

○

2018/5/8

○

集合・解散 JR田町駅港南口

2018/5/8

○

横浜市内

2018/5/8

事前・事後研修は、国立オリン
ピック記念青少年総合センター
(予定)

2018/5/8

○

24 その他

外掲示板

国際協力

■日独勤労青年交流「若者が活躍する社会」

独立行政法人国立青少年教育新興機構
(実施)
文部科学省(主催)

事前研修：平成30年6月30日(土)~7月1日(日)1
泊2日
ドイツ派遣平成30年7月31日(火)~8月14日(日)14
泊15日
合宿セミナー：平成30年11月17日(土)~18日(日)
事前研修：平成30年7月14日(土)~7月15日
(日)1泊2日
合宿セミナー：平成30年8月24日(金)~8月26日
(日)2泊3日
ドイツ派遣：平成30年9月11日(火)~9月25日
(火)14泊15日

事前研修・合宿セミナーは、国立
オリンピック記念青少年総合セン
ター(予定)

25 その他

外掲示板

国際協力

■日独学生青年リーダー交流「若者の社会参画」

独立行政法人国立青少年教育新興機構
(実施)
文部科学省(主催)

26 ボランティア募集

マガジンラック外

国際協力

■2018年度夏季海外ボランティア・スタディツアー・インターン（フィリピ
ン）

NPO法人アクション

8月～9月

フィリピン

27 ボランティア募集

マガジンラック外

国際協力

■2019年度夏季海外ワークキャンプ

NPO法人good!

8月

28 ボランティア募集

ラック

国際協力

■現地度120％！海外ボランティアプログラム

ICYEジャパン

随時

29 講座・セミナー

ラック

国際協力

30 イベント

内掲示板

31 イベント

マガジンラック外

32 ボランティア募集

マガジンラック外

国際協力

■JHP25周年記念 2018年8月カンボジア体験ボランティア募集

認定NPO法人 JHP・学校をつくる会

33 その他

マガジンラック外

全般

■世界のワークキャンプ2018(環境・文化・教育・開発・農業・福祉)

特定非営利活動NICE(日本国際ワークキャンプセンター)

2018/5/8

事前研修・合宿セミナーは、国立
オリンピック記念青少年総合セン
ター(予定)

2018/5/8

○
(16歳以上26歳未
満)

http://actionman.jp/workcamp2.html

2018/5/9

〇

スリランカ、タイ、韓国

http://www.good.or.jp

2018/5/9

〇

世界43ヵ国

http://www.icye-japan.com

2018/5/9

〇

7月から翌3月まで。ただし合宿研修は8月28日~9月
静岡県御殿場市
https://www.ymcajapan.org/
3日
国際ファッションセンター・KFCホー
災害救援・復興支援■第3回災害時の連携を考える全国フォーラム～つながりから協働へ～ NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD)
6月12日、13日
ル(東京都墨田区）
■豊かな人と人とのつながりを考える-都市型地域社会づくりに大切なもの
地域交流センター恵比寿B1F コ
社会福祉
特定非営利活動法人ぱれっと事務局
５月26日(土)14:45~18:00
http://npo-palette.or.jp/
は何かミュニティホール
■YMCA地球市民育成プロジェクト 2018年度研修生募集

34 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■森林の楽校 田畑の楽校 2018

35 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■親子キャンプ ボランティアスタッフ募集!

36 その他

ラック

全般

■ボラン.て5月イマドキの学生事情～ボランティアってどう
よ?!3rdSeason～

37 その他

ラック

国際協力

公益財団法人日本YMCA同盟

2018年8月22日(水)~9月1日(土)活動期間9日

カンボジア王国内プノンペン市、他 http://www.jhp.or.jp
国内・海外

http://www.nice1.gr.jp

福島県会津高原、他、多数あり
8/23(木)～24(金)予定 1泊2日 他、多数あり(ボラ
認定特定非営利活動法人JUON NETWORK
(ボランティアセンター内のチラシを http://juon.or.jp/
ンティアセンター内のチラシをご参照ください)
ご参照ください)
①5月26~27日②7月29~30日③8月25~26日
東京近郊のキャンプ場(埼玉県、
広尾シュタイナーこども園
④10月6~7日
神奈川県等)

2018/5/9
2018/5/9

〇

2018/5/9

○

2018/5/9

○

2018/5/10

○

2018/5/10

○

2018/5/10

社会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

http://borasen.jp

2018/5/11

■アジア諸国で国際ボランティア企画募集中！

一般社団法人共立国際交流少額財団「国際ボランティア支援基金」
応募期間:2018年4/23(月)~８月1日(水)※財団必着

http://www.kif-org.com

2018/5/11

38 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■学習支援ボランティアの募集

通年 16j時~20時までの間で、無理なく参加でき
東村山市くらし・しごとサポートセンターDESC
る時間帯
東村山市民センターの1階
(連絡先：042-306-3427)

39 その他

マガジンラック内

全般

■しぶやボランティアセンター情報5May
第19回せせらぎまつり・ボランティアオリエンテーション ほか

しぶやボランティアセンター

40 その他

内掲示板

全般

全日本青年作文コンクール2018「@Japanわたしと中国」

41 その他

マガジンラック外

全般

■ぱれっと通信 Vol.355 2018年4・5月号
特集「渋谷の福祉を考える⑥～障害のある人の安心・安全な暮らしの
実現に向けて～

2018/5/14

http://www.vcshibuya.jp/

2018/5/14

応募期間:2018年4月20日~2018年7月31
人民中国雑誌社、中華人民共和国駐日本国大使館、苦役財団法人日本科学協会
日
審査結果:2018年９月11日(火)

http://www.peopleschina.com

2018/5/14

認定NPO法人ぱれっと

http://www.npo-palette.or.jp

2018/5/17

東京大学総合研究博物館小石川分館
http://www.um.u-tokyo.ac.jp

2018/5/17

東京大学総合研究博物館

募集期間:2018年５月28日(月)必着
活動日時:2018年6月初旬~2019年3月31日(平
成30年度以降は年度更新制)

■キャンプ・レクリエーションリーダー募集
小学校・幼稚園の先生を目指す人必見

小学館レクリエーションリーダーズクラブ

説明会:5月13日(日)から毎週末実施(11時～17時
東京都千代田区神田神保町2の間で30分程度)
http://www.shorec.com/
18SP神保町第3ビル5F

■えくぼ第23号 ボランティア・市民活動情報

社会福祉法人狛江市社会福祉協議会

42 ボランティア募集

内掲示板

スポーツ・文化・芸術■東京大学総合研究博物館小石川分館学生ヴォランティア募集

43 ボランティア募集

マガジンラック外

教育支援

44 その他

ラック

全般

45 イベント

ラック

社会福祉

46 イベント

ラック

全般

47 その他

ラック

全般

48 その他

ラック

全般

■ボランティアセンターだより ５月号

49 その他

ラック

環境保護

■季刊 海の未来を考えるエブオブEbucheb 黒潮の恵み、サンゴの島の
特定非営利活動法人OWS
時空間

50 その他

ラック

全般

■えんがわだより No.143 2018年4月

調布市市民活動支援センター

51 その他

ラック

全般

■ボランティア vol.401 2018年4月

社会福祉法人千代田区福祉協議会ちよだボランティアセンター

52 その他

ラック

社会福祉

■農作業サポーター・ボランティア取り組み事例集

公益財団法人東京都農林水産振興財団

53 その他

ラック

全般

■Npop'n えぬぽっぷん NPOvolについて考えてみよう vol.59 2018
新宿区立新宿NPO協働推進センター
年5月

■しながわ子ども食堂 フォーラム2018~地域で支え、育てる子ども食堂
申込5月1日(火)~受付開始
社会福祉法人品川区社会福祉協議会品川ボランティアセンター
~
(①のみ要事前申込 先着順 ②事前申込不要)
2018年7月14日(土)14:00~16:30(参加費500
■NPO・ボランティアグループでボランティア活動したい人のためのガイダンス 東京ボランティア・市民活動センター(TVAC)
円)
■あらんてあ5月号~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
荒川区社会福祉協議会地域ネットワーク課荒川ボランティアセンター
~

○
(18歳以上35歳以
下)

きゅりあん7階イベントホール 品
川区東大井5-18-1
東京ボランティア・市民活動セン
ター会議室B

○
(16~35歳の日本
人)

2018/5/18

http://komaekubo1234.kokosil.net/

2018/5/22

http://shinashakyo.jp/kodomonet/

2018/5/22

○

http://www.tvac.or.jp

2018/5/22

○

http://www.arakawa-shakyo.or.jp/

2018/5/22

社会福祉法人八王子社会福祉協議会 市民力支援課 (ボランティアセンター)

2018/5/22

http://www.ows-npo.org/

2018/5/22
2018/5/22

http://www.chiyoda-vc.com/

2018/5/22
2018/5/22
2018/5/22

54 イベント

ラック

全般

■ボラフェス2018~みんなでひろげよう！つながりの輪～

西東京ボランティア・市民活動センター

55 その他

ラック

全般

■ぼらんてぃあ倶楽部 第102号

西東京ボランティア・市民活動センター

56 ボランティア募集

ラック

社会福祉

■第71回全国盲人福祉大会東京大会

公益社団法人東京都盲人福祉協会

平成30年6月3日(日)11:00~15:00

田無総合福祉センター
西東京市田無町5-5-12

2018/5/22

http://www.n-csw.or.jp/volunteer/wanted/
平成30年6月11日(月)①11時~13時②13時~15
時30分
6月12日(火)①8時30分~10時30分②10時30分 JR・つくばエキスプレス「秋葉原駅」浅草ビューホテル
~13時③13時~17時
6月13日(水)①8時~11時②11時~14時③8時

申込:6月4日までに(03-5431-5355又は、
らぷらす研修室4階3・4会議室
教育支援
世田谷区生活困窮者自立相談支援センター plat@setagayashakyo.or.jpまで連絡)
世田谷区太子堂１-12-40-6
平成30年6月11日(月)18時30分~20時30分
階(昭和女子大学正門右隣)
①第1回8/7(火) 第2回3/17(日) 12:30~16:00
第1,2回とも同じ内容・同じ時間申込期間 第1回
7/3(火)~7/16(月)第2回2/3(日)~2/24(日)
②1/8(火)12:00~16:00 申込期間
■平成30年度 スポーツボランティア講習会 ①スポーツ車いすに乗って
11/27(火)~12/18(火)
みよう
東京都障害者総合スポーツセンター
③7/28(土)11:00~14:00 申込期間
スポーツ・文化・芸術 ②視覚障碍者スポーツ「ゴールボール」③障害のある人の泳ぎを体験して
6/16(土)~7/7(土)
みよう
④全2回通しての教室 11/14(日)、12/16(日)
④ジュニア車いすスポーツ⑤ジュニアわきわくスポーツ
9:00~13:00
⑤全2回通しての教室12/15(土)、1/19(土)
14:00~17:00
問合せ先 03-3907-5631
社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会
全般
■としまボランティアセンターだより
豊島ボランティアセンター
■大学生ボランティア入門研修 Part1~子どもの学習支援に関心のあ
る君へ~

2018/5/22

2018/5/22

57 イベント

ラック

58 イベント

ラック

59 その他

ラック

60 その他

ラック

国際協力

■ボラン.て 2018年5月 特集企画 イマドキの学生事情

61 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■朝日キャンプで新しい自分に出会う 知的障がいを持つ方や自閉症の
NPO法人朝日キャンプ
方を対象に日帰りプログラムやキャンプを行っています

62 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■勉強合宿の指導補助募集!!(国語・数学・英語・理科・社会のいずれ
品川区立八潮学園
かの教科の指導):中学2年 交通費・宿泊費とは別に謝金あり。

63 その他

ラック

スポーツ・文化・芸術

■GlobalCommunity Vol.37留学生と国際派日本人のための国際
交流新聞

64 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

■東大病院にこにこボランティア ボランティア募集(院内ガイドやお身体の
東京大学医学部附属病院医事課
不自由な方のお手伝い)

応募期間:6月4日(月)~8月27日(月)

東大病院 外来棟

65 ボランティア募集

マガジンラック外

教育支援

■福福子どもの笑顔プロジェクト2018夏プロジェクト ボランティア募集

福井市自然体験交流推進協議会

2018年8月13日(月)~20日(月)7泊8日

福井県福井市芦見地区(リズムの森)、東足羽地区ほか
http://fukui-kyougi.com/

2018/5/28

66 ボランティア募集

マガジンラック外

教育支援

■夏休み環境教育キャンプ2018

認定NPO法人アトピっ子地球の子ネットワーク

事前説明:1回目6/29(金)・2回目7/5(木)いぜれも
18時から(日本財団会議室)

神奈川県立藤野芸術の家(相模原市)
http://www.atopicco.org

2018/5/28

○

2018/5/28

○

■首都圏108期・一橋大学第20回
災害救援ボランティア講座(総務省・NHK後援)
災害救援・復興支援 首都圏109期・東京大学地震研究所
災害救援ボランティア(講座総務省・NHK後援)

社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会
杉並ボランティアセンター

平成30年8月4日(土)~8月7日(火)

2018/5/22

2018/5/22

http://toshima-shakyo.or.jp/

2018/5/22

http://borasen.jp

2018/5/22

http://www.asahicamp.org

2018/5/22

宿泊先:国立女性教育会館(池
袋から東武東上線で約1時間:
武蔵嵐山駅)

国際紅白歌合戦 宮崎計実

○

2018/5/23

http://www.yokosojapan.net

2018/5/23

http://www.h.u-tokyo.ac.jp/recruitment/volunteer/index.html

2018/5/23

首都圏108期・一橋大学第20回平成30年8月10日
(金)、11日(土)、12日(日)
首都圏109期・東京大学地震研究所 平成30年8月
18日(土)、19日(日)、25日(土)

首都圏108期・一橋大学第20
回:一橋大学国立キャンパス(国
立市)・立川防災館(立川市)
首都圏109期・東京大学地震 http://www.saigai.or.jp
研究所:東京大学地震研究所
(文京区)・本所防災館(墨田区)

○

67 その他

内掲示板

68 イベント

内掲示板

■そなエリア東京大学生向け1泊サバイバルプログラム 首都直下地震発
災害救援・復興支援
警視庁警備部災害対策課
生!その時、あなたは…

2018年6月30日(土)14:00~7月1日(日)12:00

国営・都立東京臨海広域防災公園

2018/5/28

69 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援■防災ゲームDay 2018 in そなエリア東京

一般社団法人防災教育普及協会

2018年7月7日(土)10:00~16:00(9:30開館)

そなエリア ゆりかもめ「有明」駅

http://www.bousai-edu.jp/info/bousai_gameday2018/

2018/5/29

○

70 その他

内掲示板

災害救援・復興支援第4期防災教育指導者育成セミナー~水害編~

一般社団法人防災教育普及協会

2018年6月3日(日)10:00~14:30

東京大学地震研究所1号館2Fセミナー室
http://www.bousai-edu.jp/info/seminar_180603/

2018/5/29

○

CLEAN&ART

第一回落書き消し 2018年6月17日(日)8時~12
時/ワークショップ13時~15時
第二回落書き消し 2018年7月14日(土)8時~12
時

〒150-0001東京都渋谷区神
宮前6丁目22-8(集合場所:神
宮通り公園)

2018/5/30

71 ボランティア募集

内掲示板

まちづくり

■落書き消しイベント

災害救援ボランティア推進委員会

ボランティアセンター相模原キャンパス 掲示版 新着情報リスト（5月分）

ボランティアセンター相模原キャンパス 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

7月28日・29日（1泊2日）
相模原市自閉症児・者親の会（相模原やま （5月27日ボランティア説明会、6月10日下見会、6
びこ会）
月24日顔合わせ交流会、7月8日準備会、7月15日
直前打合せ）
7月14日～8月31日（1組～14組、1組あたり2泊3
野外教育研究財団
日～4泊5日）
平成30年6月上旬～平成31年3月 午前10時～午
相模原市立青少年相談センター
後3時（午前のみ、午後のみの場合も可）

開催場所

関連サイト

ボランティア説明会：橋本公民
館 中会議室
（相模原市緑区橋本6-2-1 シ
ティ・プラザはしもと内６階）
〒395-0244
http://www.kodomomura.jp/volunteer/vsummer/
長野県飯田市山本5992-1
「銀河」中学校指導教室（相模
原市中央区中央3-13-13）ほ
か
http://www.peoplechina.com.cn/tjk/pandazw_2018/

VC 受付日

1 ボランティア募集

内掲示板

社会福祉

やまびこサマーキャンプ2018ボランティア募集！

2 ボランティア募集

ラック

環境保護

第38回伊那谷こども村サマーキャンプボランティア大募集

3 ボランティア募集

内掲示板

教育支援

相談指導教室ボランティア募集

4 その他

ラック

スポーツ・文化・芸術全日本青少年作文コンクール2018

人民中国雑誌社、中華人民共和国日本国大使館、公益財団法人日本科学協会
4月20日～7月31日（応募期間）

5 助成金情報

ラック

全般

第5回Gakuvo Style Fund 応募団体募集！

Gakuvo Style Fund 事務局

6 その他

ラック

全般

Gakuvo Style Fund 第4回報告ダイジェスト

Gakuvo Style Fund 事務局

7 ボランティア募集

ラック

全般

ボランティア情報誌 つなげよう笑顔

さがみはら市民会議

http://sagamaru.org/

2018/5/17

8 その他

ラック

全般

さがみはら市民活動サポートセンター

さがみはら市民会議、相模原市

http://sagamaru.org/

2018/5/17

9 ボランティア募集

内掲示板

社会福祉

ラーメン屋に子どもを招待（職業体験と無料の食事会）

浅沼屋

5月27日

大和市教育委員会 指導室

夏休み期間中の10日間（各学校により異なります）
大和市立小学校全19校（活動
8：30～12：30（午前のみ）、10：30～15：30
場所は相談させていただきます）
（午前と午後）
8月10日（金）、11日（土）、12日（日）

6月1日～15日（募集期間）

内掲示板

教育支援

11 イベント

内掲示板

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

12 イベント

ラック

環境保護

認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク ８月７日（火）～８月９日（木）

夏休み環境教育キャンプ2018

2018/5/15

2018/5/16
2018/5/16
2018/5/16
2018/5/16
2018/5/16

10 ボランティア募集

夏休み寺子屋やまと 学習支援ボランティア募集

http://gakuvo.jp/gakuvostyle2018/

社会人参加

浅沼屋（神奈川県相模原市中
央区淵野辺1-12-9 小町旅館

○

2018/5/10
2018/5/17

一橋大学、立川防災館

www.saigai.or.jp

2018/5/25

○

神奈川県立藤野芸術の家

info@atopicco.org

2018/5/28

〇

