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（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

主催・発行元

1 イベント

内掲示板

スポーツ・文化・芸術

■第17回アクサブレイブカップ ブラインドサッカー日本選手権
混乱を楽しめ。

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

2 イベント

内掲示板

全般

■成蹊ボランティアまつり2018

成蹊大学ボランティアまつり実行委員会

3 ボランティア募集

マガジンラック外

教育支援

■第38回こども村キャンプ・ボランティア 二次募集

一般財団法人 野外教育研究財団

4 講座・セミナー

ラック

災害救援・復興支援■防災・減災教育プログラム研修のご案内

5 イベント

マガジンラック外

災害救援・復興支援■明日はわが身、はじめよう防災・減災

日時

開催場所

予選:総合学院テクノスカレッジ東
京府中グラウンド
http://axa-bravecup.b-soccer.jp/
ファイナル:アミノバイタルフィールド
20日18:30-20:00/21日
18:30-20:00成蹊大学6号館
https://www.seikei.ac.jp/university/volunteer/information/#infomation_67
2018年6月20日(水)~21(木)
地下1階カフェ&ホール
COMMichi
21日12:30-13:00成蹊大学
2018年7/14～8/31の間で、14組のサマーキャンプあ サマーキャンプ:南信州伊那谷こど
り。参加者は、①か②の2日間の研修会参加義務あり。 も村
http://www.oerf.org
研修日時①6/3(日)・6/24(日)②6/23(土)・
研修:オリンピック記念青少年総
6/24(日)
合センター・センター棟
予選:2018年6月23日-24日
ファイナル:2018年7月8日

一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター

一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター

https://pbv.or.jp/
2018年6月23日(土)13:00-14:30「我が家の災害
対応ワークショップ」 15:30-17:30「災害ボランティア入
ピースボートセンター東京地下1階 http://pbv.or.jp/
門」
申込締切:平成30年7月15日(日)17:00
事前研修:8月4日(土)10:00~16:00
ボランティア活動10月5日(金)ふりかえり10月6日(土)

6 講座・セミナー

外掲示板

教育支援

■平成30年度「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」開催

7 ボランティア募集

マガジンラック外

全般

■AIDS文化フォーラム in YOKOHAMA

横浜YMCA/AIDS文化フォーラム in YOKOHAMA

8 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■横浜YMCA英語学校 ボランティアリーダー募集

横浜YMCA英語学校

9 ボランティア募集

ラック

教育支援

■YMCAキャンプ・野外活動ボランティア スポーツ指導者募集中

横浜YMCA

通年

10 その他

内掲示板

災害救援・復興支援■東日本大震災 復興の歩みフォト＆スケッチ展2018 作品募集

独立行政法人都市再生機構

2018年4月16日(月)~9月17日(月)

11 その他

内掲示板

環境保護

■栃木の里山を守る3カ月間合宿型環境保全活動
Conservation Corps プログラム(1カ月だけなどの部分参加可)

NPO法人 トチギ環境未来基地

2018年9月5日(水)~11月24(土)

12 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■OCEAN PEOPLES'18 イベントボランティア募集!!

グリーンボランティア事務局(株式会社グリーンアップル)

13 イベント

マガジンラック内

全般

■本当に知っていますか？~廣島・ヒロシマ・広島~ひろしまを考える旅
2018
参加者募集

14 その他

ラック

国際協力

■成熟した時代の旅・オルタナティブツアー2018 今、テーマのある旅、
人々と出会う旅がおもしろい。(コスタリカ・タンザニア・インド・インドネシアツ
アーなど)

15 その他

ラック

国際協力

神奈川県立青少年センター

関連サイト

研修・ふりかえり:神奈川県立青
少年センター

8/3(金)~8/5(日)10:00-17:30最終日(16時)
初参加者は、要事前研修参加(7/27金17:00神奈川県民センター
20:30,7/28土10:00-11:30)HPより申込
1)夏休み英語3daysプログラム:7/23(月)・24(火)・
25(水)・26(木)・27(金)・30(月)・31(火)・8/1(水)
※１日だけでもOK
横浜中央YMCA英語学校
2)クラスサポートボランティア(通年):日程:毎週土曜日
9:30-12:30
※通勤頻度については、要相談

http://abf-yokohama.org/

VC 受付日

社会人参加

2018/6/1

○

2018/6/1

○

2018/6/1

○

2018/6/1

○

2018/6/4

○

2018/6/4

○
(18歳~30歳)

2018/6/4

○

2018/6/4

横浜中央YMCAウェルネススポー
https://www.yokohamaymca.org/staff/2018_cyuovolunteer/
ツ

2018/6/4

○

https://www.ur-net.go.jp/fukkou-photosketch/contest2018/

2018/6/5

○

栃木県

http://www.tochigi-cc.org/

2018/6/5

○

2018年7月7日(土)7月8日(日)
8:50集合～21:00解散参加日選択可

代々木公園・イベント広場

http://oceanpeoples.com

2018/6/6

公益財団法人日本YWCA

2018年8月9日(木)~11日(土)

広島市文化交流会館

http://www.ywca.or.jp

2018/6/6

株式会社マイチケット(申込み・問い合わせ)

詳細はセンター内の各パンフレット

http://www.myticket.jp

2018/6/8

■2018年夏、海外ボランティア学びへの旅へ。スタディツアー・ワークキャンプ(フィリピン・マレーシア・ミャンマー)
認定NPO法人CFFジャパン

掲示チラシ裏参照

http://www.cffjapan.org/

2018/6/8

応募期間：2018年4月23日(月)~6月16日(土)
講座：アジア文化会館(文京区)
18時締切
http://www.acc21.org
開催期間：2018年7月7日(土)~2019年2月28日 海外研修：インドネシア
(水)

16 講座・セミナー

ラック

国際協力

■アジア社会起業家育成塾2018年度 塾生募集

17 ボランティア募集

マガジンラック外

全般

■夏のボランティア体験 ナツボラ2018

18 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 6Jun

19 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■国際交流ボランティア募集！都内見学同行＆日本語会話(台湾・韓国を中心としたアジアからの日本語研修生)
YMCA東京日本語学校

都内見学同行:７月25日(水)9:00~13:00日本語会話:7月31日(火)11:00~13:00
YMCA東京日本語学校(日本語会話)
http://www.ayc0208.org/nihongo/JP/

2018/6/12

20 その他

ラック

国際協力

■ホストファミリー募集！土曜日と日曜日、1泊2日の湾内とホームステイ
日本語を勉強している外国人との国際交流

YMCA東京日本語学校

開始:7月28日(土)午後1時までにYMCAでピックアップ
終了:7月29日(日)午後5時までにYMCA帰館

2018/6/12

21 ボランティア募集

外掲示板

全般

■夏体験ボランティア参加者募集

渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

申込期間:6月25日(月)~7月21日(土)参加者説明会:7月25日(水)15時~
申込場所:しぶやボランティアセンター
7月28日(土)10時~のどちらかに参加
活動先:渋谷区内の福祉施設や、ボランティア団体

(特活)アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)

~世田谷区内の中高生・大学生・社会人の方対象~
社会福祉法人 世田谷ボランティア協会

2018年7月20日(金)~8月31日(金)

渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

世田谷ボランティアセンター(世田谷区下馬2-20-14)
https://www.otagaisama.or.jp
最寄駅:三軒茶屋駅南口

http://www.vcshibuya.jp

http://www.ayc0208.org/nihongo/JP/

○

2018/6/8

2018/6/11

○

○

2018/6/12

2018/6/13

○

○

○

22 ニュースレター

ラック

全般

23 ボランティア募集

マガジンラック外

スポーツ・文化・芸術 ■2018年夏7~9月学生ボランティア募集！パフォーマンスキッズ・トーキョーNPO法人
ダンス・演劇・音楽・美術のワークショップ&公演
芸術家と子どもたち

24 その他

外掲示板

教育支援

■きらめき未来塾・全国高校生の学びの場 サポーター募集！(日給支
給)

25 その他

ラック

国際協力

26 その他

マガジンラック外

27 ボランティア募集

28 ボランティア募集

■杉並区のボランティア情報誌 ボラン.て 2018年6月

社会福祉法人杉並区福祉協議会

2018/6/13

2018年７月～９月日程詳細は、チラシ裏参照

A.世田谷区民会館(世田谷区) B.狛江エコマルホール(狛江市)
http://www.children-art.net
C.瑞穂ビューパーク・スカイホール(瑞穂町)
2018/6/13
D.だましんRISURUホール(立川市)

認定NPO法人きらめき未来塾

2018年8月6日(月)10:00~9日(木)14:00
サポーター研修:6月27日、7月10日

研修・宿泊場所:日本青年館

■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

申込締切:2018年8月1日(水)スケジュール:研修８月4(土)、8月25日(土)
ハンガー・フリー・ワールド事務所
アクション:世界食料デー月間-10月1日(月)~10月31日(水)の間に実施
東京都千代田区飯田橋
http://www.hungerfree.net/news/13987/
成果報告会:11月18日(日)
2018/6/14

国際協力

■フィリピン・スタディツアー

認定NPO法人アクセス

2018年8月20日(月)~8月31日(金)12日間

フィリピン:ケソン市内・ペレーズ地
区内・ピナツボ地区内

外掲示板

教育支援

■足立区立小・中学校 学校支援ボランティア募集

足立区教育委員会 教育支援課

通年

足立区立小・中学校

マガジンラック外

社会福祉

■ 2018年度 チャリティーサンタ 運営スタッフ大募集

チャリティーサンタ南東京支部

通年

29 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

■子どもたちの居場所づくり ボランティア募集

社会福祉法人長淵福祉会すぺーすまゆだま

申込締切:6月末
活動期間:7月21日~8月26日(月曜休み)9時~15
時半
夏休み期間の週2日程度

30 助成金情報

外掲示板

全般

■2018(第16回)「学生ボランティア団体助成事業」募集

(一財)学生サポートセンター

平成30年7月2日(月)~10月5日(金)

東京都青梅市友田町3-96-1

http://kiramekimiraijuku.jp

2018/6/13

2018/6/14

○

2018/6/14

○

http://www.charity-santa.com/

2018/6/15

○

http://www.mayudama2018.jp/html/index.html

2018/6/15

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

2018/6/18

http://www.page.sannet.ne.jp/acce/

31 ボランティア募集

マガジンラック外

全般

■「夏の体験ボランティア」キャンペーン2018 ガイダンス

東京ボランティア・市民活動センター

東京ボランティア・市民活動セン
6/24(日)10:30~11:30,6/26(火)19:00~20:00
ター
7/10(火)19:00~20:00,7/18(水)19:00~20:00
http://www.tvac.or.jp/summer/
〒162-0823 東京都新宿区神
7/22(日)10:30~11:30,8/2(木)19:00~20:00
楽河岸1-1セントラルプラザ10階

32 イベント

ラック

全般

■プレイスフェスタ2018~新しい出会いを~

(公財)武蔵野生涯学習振興事業団

７月5(木)~7/16(月)

33 ニュースレター

ラック

全般

■Npop'n えぬぽっぷん VOL.60

新宿NPO協働推進センター

2018/6/18

34 ニュースレター

ラック

全般

■ボランティア・市民活動情報 えくぼ 第24号

社会福祉法人狛江市社会福祉協議会

2018/6/18

35 ニュースレター

ラック

全般

■ボランティア・地域活動情報誌 ボランティアめぐろ6月号

(社福) 目黒区社会福祉協議会
めぐろボランティア・区民活動センター

36 ニュースレター

ラック

全般

■こふくだより 地域で「福祉のまちづくり」2018年6・7月号

(社福)小平市社会福祉協議会こだいらボランティアセンター

2018/6/18

37 ニュースレター

ラック

全般

■東京都北区NPO・ボランティア ぷらざ通信6月号

北区NPO・ボランティアぷらざ

2018/6/18

38 ニュースレター

ラック

全般

■日野市ボランティア・センター ボランティアiインフォメーション

日野市ボランティア・センター

2018/6/18

39 ニュースレター

ラック

まちづくり

■あらんてあ 6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 荒川ボランティアセンター

2018/6/18

40 ニュースレター

ラック

全般

■中野ボランティアセンター情報誌 そよかぜ 2018年6月号 No.332

中野区社会福祉協議会 中野ボランティアセンター

2018/6/18

41 ニュースレター

ラック

全般

■ふくし 国分寺市社会福祉だより 2018年5月15日 第216号

国分寺市社会福祉協議会

2018/6/18

42 ニュースレター

ラック

全般

■えんがわだより 調布市市民活動センター

調布市市民活動センター

2018/6/18

43 その他

ラック

社会福祉

■つながれひろがれちいきの輪 2017報告書

東京都社会福祉協議会 東京都高齢者福祉施設協議会

44 講座・セミナー

ラック

社会福祉

■第55回社会福祉セミナー 社会福祉における”生と性”をめぐる今日的
公益財団法人鉄道弘済会
課題

45 ニュースレター

ラック

国際協力

■TNVNnetwork news 東京日本語ボランティア・ネットワーク
No.102

46 講座・セミナー

マガジンラック外

全般

■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

2018年7月27(金)

武蔵野市立ひと・まち・情報創造
http://www.placefesta.jp
館 武蔵野プレイス

有楽町朝日ホール

東京日本語 ボランティア・ネットワーク事務局

東京ボランティア・市民活動センター(TVAC)

2018年7月14日(土)14:00~16:30

東京ボランティア・市民活動セン
ター会議室B(飯田橋駅下車徒
歩1分セントラルプラザ10F)

○

2018/6/18

○

2018/6/18

○

http:www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/kourei

2018/6/19

http://www.kousaikai.or.jp/

2018/6/19

http://www.tnvn.jp/

2018/6/19

http://www.tvac.or.jp

2018/6/19

○

○

47 講座・セミナー

内掲示板

環境保護

■市民のための環境公開講座
PART1.生き物の変化と気候変動を知る
PART2.消費とごみの問題から環境を考える
PART3.わたしたちの暮らしをシフトする

損害保険ジャパン日本興亜(株)

PART1. 7/24(火) 7/31(火) 8/7(火)
PART2. 9/11(火) 9/18(火) 9/25(火)
PART3. 11/6(火) 11/20(火) 12/4(火)
時間は全て18:30~20:15

48 イベント

ラック

国際協力

■ 境界に生きるロヒンギャ 差別されるいのち

ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)

2018年7月21日(土)13:30~16:00(開場13:00) 文京シビックセンター５階 会議室Chttps://socialjustice.jp/20180721.html

49 イベント

内掲示板

まちづくり

■街を走ってパトロール！パトラン Patrol Running

NPO法人改革プロジェクト パトランJAPAN事務局

50 講座・セミナー

内掲示板

全般

■第21回 全国食事サービス活動セミナー「食」がつなぐ人・地域・暮らし

(一社)全国食支援活動協力会

損保ジャパン日本興亜ビル2F
大会議室

https://www.sjnkef.org/kouza/kouza2018

http://patorun.com/

2018年7月29日(日)10:10~16:30

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法
http://www.mow.jp
人グループ

説明会:2018年6月30日(土)13時~/15時~/17時
~
8/17(金)①9:00~14:00②13:00~18:00
3331 Arts Chiyoda
https://turn-project.com/supporter
8/18(土)①9:00~14:00②13:00~18:00
アーツカウンシル東京ROOM302
8/19(日)①9:00~14:00②13:00~18:00

2018/6/19

○

2018/619

○

2018/6/19

○

2018/6/19

○

2018/6/19

○

51 イベント

内掲示板

■東京都美術館で開催されるTURNフェスを一緒につくる、楽しむ、案内
スポーツ・文化・芸術 する
サポーター募集！

東京都、
アーツカウンシル東京 (公益)東京都歴史文化財団

52 その他

ラック

国際協力

■AAR Japan 「難民を助ける会」から支援活動へのご協力のお願い

認定NPO法人 難民を助ける会 AAR Japan

http://www.aarjapan.gr.jp/

2018/6/19

53 ボランティア募集

ラック

教育支援

■ティンカーベル子ども会 満点教室・遠足・学習振興

ティンカーベル子ども会

https://peraichi.com/landing_pages/view/start17edu

2018/6/19

http://www.fukushi-intern.jp

2018/6/26

54 その他

外掲示板

全般

■しょくば体験型インターシッププロジェクト
5日間参加で2万5千円の助成金を支給

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

事前説明会 6/30(土)午前:八王子/午後:錦糸町
7/1(日)午前:立川/午後:渋谷 7/7(土)午前:町田
午後:新宿 7/7(土)午前:町田/ 午後:新宿
7/8(日)午前:三鷹/午後:王子 7/14(土)午前:吉祥
寺/
午後:池袋 7/15(日)午前:立川/午後:渋谷
7/21(土)午前:三鷹/午後:池袋 ７/22(日)午前:八
王子/
午後:中野 7/28(土)午前:町田/午後:赤羽

55 その他

外掲示板

社会福祉

■見て・聞いて・学べる 福祉現場体感見学ツアー

東京都福祉人材センター

平成30年7月７日(土)10時~16時

56 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

■2018森の楽校・田畑の楽校

JUON NETWORK 樹恩ネットワーク

各地各日程で開催 詳細はチラシ・HPを参照

57 ボランティア募集

内掲示板

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!!

(公財)日本財団学戦ボランティア(Gakuvo)

2018年8月17日(金)~8月20日(月) 締切8/10

左記またはHP参照

練馬区①やすらぎの杜
練馬区②フレンドリー・カフェ・ポム
練馬区③第二光陽苑

2018/6/26

2018/6/28

http://juon.or.jp/

福島県いわき市

○
(20代の社会人)

http://gakuvo.jp/event/

○

2018/6/29

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（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

主催・発行元

日時

開催場所

関連サイト

1 ボランティア募集

ラック

社会福祉

保土ヶ谷区学齢障害児余暇活動支援事業 ほっとフレンズ夏2018ボランティア大募集！
ほっとフレンズ実行委員会

7月29日（日）13：30～15：30（説明会）8月5日（日）10：00～15：00（活動日）
岩崎地域ケアプラザ
https://www.shakyohodogaya.jp/

2 ボランティア募集

内掲示板

教育支援

相模原中央支援学校あそびの広場

7月30日（月）、31日（火）

神奈川県立相模原中央支援学校

神奈川県立相模原中央支援学
校

VC 受付日
43257 ○

2018/6/14

社会人参加

