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（9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

社会人参加

1 講座・セミナー

ラック

全般

助成団体が教えます！獲得成功のポイント 新宿NPO活動基礎講座
～基礎知識から申請書の書き方まで～（参加費：1000円）

新宿NPO協働推進センター

2018/9/18（火）18：45～20：45

新宿NPO協働推進センター
501会議室

2018/9/10

○

2 講座・セミナー

ラック

全般

クラウドファンディング・インターネットで資金調達！
世界中から共感と支援を得る仕組みを学ぶ

新宿NPO協働推進センター

2018/9/25(火)18:45～20:45

新宿NPO協働推進センター
502会議室

2018/9/10

○

3 イベント

内掲示板

移送サービスの集い2018
災害救援・復興支援
～今、私たちが考え、なすべきこと～
(参加費：一般2000円・会員1500円)

東京ハンディキャップ連絡会
東京ボランティア・市民活動センター

2018/9/29（土）13：00～17：00（受付13：00～）

東京都社会福祉競技会 会
議室（飯田橋セントラルプラ https://www.tvac.or.jp/
ザ12階）

2018/9/10

○

シンポジウム：
赤羽会館４階小ホール
セミナー：
赤羽会館3階第2集会室

2018/9/10

○

4 講座・セミナー

ラック

5 ニュースレター

6 ニュースレター

全般

申込締切：シンポジウム9/13(木)、セミナー
9/20(木)
コミュニティビジネスシンポジウム
2018/9/20(木)18:30～20:30
コミュニティビジネスセミナー全2回
１回目:2018/10/4(木)2回目:18:30～20:30

北区コミュニティビジネス シンポジウム・セミナー2018

北区産業振興課 経営支援係

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

渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセ
ンター

2018/9/10

ラック

杉並のボランティア情報誌 2018年 ボラン.て 8月号

杉並区社会福祉協議会 杉並ボランティアセ
ンター

2018/9/10

全般

7 その他

ラック

全般

International Cultural Youth Exchange スタディーツアー

特定非営利活動法人
国際文化青年交換連盟 日本委員会（ICYE
JAPAN）

8 ニュースレター

ラック

まちづくり

西東京市 ぼらんてぃあ倶楽部

西東京市ボランティア・市民活動センター

9 イベント

内掲示板

社会福祉

欧米から学ぶ子ども虐待対応と新しい里親支援
＝地域で支える子どもと家族＝（参加費：500円）

NPO法人里親子支援のアン基金プロジェクト

10 ニュースレター

ラック

全般

明るいニュース 混迷の社会を乗り越えて 他

一般社団法人 日本善行会

11 講座・セミナー

ラック

平成30年度 スポーツボランティア講習会
スポーツ・文化・芸術
（スポーツ用車いす・視覚障害者ゴールボールなど多数あり）

東京都障害者総合スポーツセンター

12 ニュースレター

ラック

全般

調布市 えんがわだより NO.146

調布市市民活動支援センター

2018/9/13

13 ニュースレター

ラック

全般

としまボランティアセンターだより

豊島区民社会福祉協議会
豊島ボランティアセンター

2018/9/13

14 ニュースレター

ラック

全般

Npop'n えぬぽっぷん VOL.62 2018/8

新宿NPO協働推進センター

2018/9/13

15 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26号 2018/8

狛江市市民活動支援センター

2018/9/13

16 ニュースレター

ラック

全般

こまえくぼ1234広報誌 こまえがお

狛江市市民活動支援センター

2018/9/13

17 ニュースレター

ラック

全般

～ボランティアをしたい人と必要な人をつなぐ情報誌～
あらんてあ ８月号

荒川区社会福祉協議会 荒川ボランティアセンター

2018/9/13

18 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紙 そよかぜ No.334

中野区社会福祉協議会 中野ボランティアセンター

2018/9/13

19 ニュースレター

ラック

まちづくり

ボラミニ情報 8月号

品川区社会福祉協議会 品川ボランティアセンター

2018/9/13

20 ニュースレター

ラック

環境保護

季刊 海の未来を考える Ebucheb エブオブ Vol.70

特定非営利活動法人 OWS

2018/9/13

21 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

江戸川区学校応援団学生ボランティア募集について

江戸川区教育委員会事務局

各プログラムの詳細はHP参照

http://icye-japan.com

2018/9/13

2018/9/13

2018年9月28日(土)13:00～17:45(12:00開場)

日本女子大学新泉山館第一
https://kokucheese.com/event/index/531133
会議室

2018/9/13

2018/9/13

各講習別の案内はVC内のチラシ参照

2018年9月～ 週一回でもOK

2018/9/13

2018/9/14

○

22 ニュースレター

ラック

環境保護

会誌 JUON NETWORK No.107

認定NPO法人 JUON(樹恩)NETWORK

23 イベント

内掲示板

環境保護

森林の楽校２０１８

認定NPO法人 JUON(樹恩)NETWORK

詳細は掲示物参照

2018/9/14

24 イベント

内掲示板

環境保護

田畑の楽校２０１８

認定NPO法人 JUON(樹恩)NETWORK

詳細は掲示物参照

2018/9/14

25 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

熊野の棚田 田畑の楽校２０１８

認定NPO法人 JUON(樹恩)NETWORK

2018/9/15～9/17

26 ニュースレター

マガジンラック内 全般

杉並区のボランティア情報誌 ボラン.て 2018年9月

社会福祉法人杉並区福祉協議会

27 講座・セミナー

ラック

28 講座・セミナー

内掲示板

29 ニュースレター

社会福祉

環境保護

私も活躍できますか？～法律から現実へ～

杉並区立男女平等推進センター

2018/9/14

和歌山県那智勝浦町色川地区

2018/9/14

2018/9/14

2018年 第一回10/20.
第二回10/27.
2018.第一回11/10
第二回12.8～12.9
第三回12.22～12.23
第四回2019.1.12～1.13
第五回2.2

第一回 杉並区立中央図書
館
第二回 ウェルファーム杉並
第一・二教室
.第一回杉並区
第二回奥多摩町
第三回奥多摩町
第四回青海市・奥多摩町
第五回杉並区

2018/9/14

森林ボランティア青年リーダー養成講座in東京

認定NPO法人 JUON(樹恩)NETWORK

マガジンラック内 全般

■ネットワーク No.354 2018年8月号

東京ボランティア・市民活動センター

30 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集

JICAボランティア募集事務局

31 ニュースレター

ラック

全般

Co☆Co☆Net 第54号

JVCA

2018/9/14

32 ニュースレター

ラック

災害救援・復興支援
スローワーク Vol.22

日本キリスト教団東北教区被災者支援センター・エマオ

2018/9/14

33 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 ９月号

渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

2018/9/14

34 イベント

ラック

全般

ボランティア見本市

渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター
2018.9/29 13:30～16:00

35 イベント

内掲示板

日韓ユース・カンファレンス2018 東京&神戸
スポーツ・文化・芸術
「私の人権のはなし」参加費：学生￥500・一般￥700

36 その他

ラック

37 講座・セミナー

38 講座・セミナー

2018/9/14

2018/9/14

2018.10/1～11/1

2018/9/14

地域交流センター恵比寿

公益財団法人日本YWCA

2018/9/19

スポーツ・文化・芸術
第６３回国連女性の地位委員会（CSW）

公益財団法人日本YWCA

申し込み締め切り 2018年10月31日(水)
2019年3月7日（木）～3月16日(土)予定

ニューヨーク

2018/9/19

内掲示板

災害救援・復興支援
第9回我孫子市災害救援ボランティア講座

11月17日(土)
公益財団法人SL災害ボランティアネットワーク 11月23日(金・祝)
11月24日(土)

中央学院大学6号館（17,24
日)
我孫子市消防本部（23日)

2018/9/19

外掲示板

国際協力

ICYEジャパン

国立オリンピック記念青少年
総合センターセンター棟301
号室

2018/9/19

2018年10月20日(土)14：00～16：30

東京：2018年10月28日 14：00～17：30(開場13：
00)
オリンピックセンター センター棟106号
神戸：2018年10月20日 13：30～17：00(13：00)

39 講座・セミナー

ラック

国際協力

国際協力キャリアワークショップ

ICYEジャパン

40 講座・セミナー

外掲示板

国際協力

第40回青年ボランティアリーダー養成講座

公益財団法人 国際青少年研修協会

41 ニュースレター

ラック

国際協力

K.S.K.K.(パンフレット)

公益財団法人 国際青少年研修協会

42 その他

マガジンラック外 まちづくり

はじまりのローカル コンパス
移住しないでとちぎとかかわるそんなに拠点生活はじめませんか？

栃木県総合政策部地域振興課

市貝町・下野市

43 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

対貧困の取組の最前線へ 生活相談・入居支援ボランティア募集！

認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい火曜：11時～18時・金曜11時～17時

新宿区山吹町362みどりビル2階
http://www.npomoyai.or.jp/volunteer

44 ニュースレター

ラック

全般

ボランティア・市民活動の情報サイト ボラ市民ウェブの案内
ボランティア活動や寄付の募集、イベントや活動団体の情報等

東京ボランティア・市民活動センター

45 講座・セミナー

ラック

社会福祉

傾聴入門講座・寄り添い、こころが通う話の聴き方

新宿NPO協働推進センター

11月14日(水)19：00～20：00
11月16日(金)19：00～20：00
11月19日(月)19：00～20：00

国立オリンピック記念青少年
総合センター

新宿NPO協働推進センター
501会議室

○

○

2018/9/19

2018/9/19

http://www.kskk.or.jp

2018/9/19

http://www.hajimari-local.jp

2018/9/20

https://www.tvac.or.jp/
前半：2018/10/16(火)
後半：2018/10/23(火)両日ともに、18：45～20：
45

○

2018/9/14

東京：2018年10月28日 14：00～17：30(開場13：
東京：ちよだプラットフォーム
00)
スクウェア会議室401
神戸：2018年10月20日 13：30～17：00(13：00)
神戸：神戸YWCAチャペル

ICYE海外ボランティア/インターンプログラム説明会

○

2018/9/21

○

2018/9/21

2018/9/21

○

46 講座・セミナー

マガジンラック外 社会福祉

47 イベント

ラック

全般

もやい貧困問題実践講座～ソーシャル・アクション編～2018

認定NPO法人自立生活サポート・もやい

11月10日(土)10:00～18:00
11月11日(日)14:00～16:00/21:00～
22:30

しょうがいしゃが差別されない街をめざして
やまゆり園障害者殺傷事件を生み出す時代に優生思想と闘う

自立ステーションつばさ

9/29(土)13:30～16:00(開場:13:00～)

48 その他

ラック

社会福祉

子ども食堂 あんしん手帖 ～みんなで”おいしい”を続けるために～

「広がれ、こども食堂の輪！」推進委員会
こども食堂あんしん手帖作成プロジェクト/「広が
れ、
子ども食堂の輪！」全国ツアー実行委員会事務

49 ニュースレター

ラック

全般

明るいニュース 「意思を繋ぐ」他

一般社団法人 日本善行会

50 イベント

外掲示板

社会福祉

セルツメントOBOG大集合！(参加費無料・上智OBOG以外でも参加OK)

NPO法人ミゼ福祉基金・上智町屋セルツメントOB会
2018年10月14日13：30～

51 イベント

ラック

社会福祉

孤立が生む被害 障がい児者への性暴力を生まない社会へ
参加費：一般￥1000・学生￥500

ソーシャル・ジャスティス基金（SFJ）

52 イベント

外掲示板

全般

カラフルハート・東京大学大学院総合文化研究
科
LGBT 医療福祉フォーラム2018（参加費：一般￥3500・学生￥1500） 教養学部附属 教養教育高度化機構
初年次教育部門
移送サービスのつどい2018 ～今、私たちが考え、なすべきこと～

11/10パルシステム東京 ７
階大会議室
11/11(午後)山谷フィールド
永山公民館5階 ベルブホー
ル(多摩市)
京王線・小田急線 永山駅

http://www.npomoyai.or.jp/hinkonkouza2018

http://www.mow.jp

2018/9/21

○

2018/9/21

○

2018/9/25

2018/9/25
上智大学四ツ谷キャンパス
６号館ソフィアンズクラブ

文京シビックセンター ５階
2018年10月11日(木)18:30～21:00(開場18:00)
会議室C

2018年10/13(土)・14(日)

東京大学駒場キャンパス
キャンパス21 KOMCEE

東京ハンディキャブ連絡会
東京ボランティア・市民活動センター

東京都社会福祉協議会
2018年9月29日(土)13:30～17:00(受付13:00～)
会議室
飯田橋セントラルプラザ12階

広域避難者交流会実行委員会事務局
東京ボランティア・市民活動センター

2018年9月30日(10:30～15:30)

小金井公園 いこいの広場

http://www.npomizekikin.com/

2018/9/25

○

https://socialjustice.jp/20181011.html

2018/9/25

○

https://lgbtmedicalwelfareforum2018.peatix.com/

2018/9/25

○

https://www.tvac.or.jp/

2018/9/25

○

2018/9/25

○

53 イベント

外掲示板

社会福祉

54 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援
第4回 2018 避難者と支援者による ふれあいフェスティバル 参加者募集中

55 イベント

ラック

社会福祉

東京の高齢者福祉施設による、地域によりそうキャンペーン
つながれ ひろがれ ちいきの輪 2018

東京都社会福祉協議会
東京都高齢者福祉施設協議会

2018年9月1日(土)～11月30日(金)

各種各所で開催
ちらし・HP参照

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

2018/9/25

○

56 ボランティア募集

内掲示板

環境保護

荒川クリーンエイド2018 拾って変える未来 ごみ拾いボランティア募集中！

NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

各所で開催
詳細はちらし・HP参照

各所で開催
詳細はちらし・HP参照

http://www.cleanaid.jp

2018/9/25

○

57 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援
「縁joy・東北」2018 東日本大震災被災者支援・復興応援イベント

「縁joy・東北」2018実行委員会

2018年11月17日(土)10:00～15:00

千葉市きぼーる １Fアトリウム

2018/9/25

○

58 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

教育系シンクタンク型 NPO ティンカーベル

10・11月よりスタート 詳細は掲示チラシ参照

子どもの居場所・ボラ交流会企画・国際子ども会議
思いを形に！企画者募集！
児童への虐待防止について考えてみませんか？

未来力学舎

10月6日(土)午後開催予定・10月下旬・11月
中
詳細は主催に問い合わせください。
2018年10月22日(月):開場18:00 開演
19:00
10月23日(火):昼の部 開場13:00 開演

2018/9/25
10月6日：足立区または
新宿区にて開催予定

59 イベント

外掲示板

社会福祉

60 イベント

ラック

スポーツ・文化・芸術
チャレフェス文化祭～自己表現のエリート集団！君も覚醒しようぜ～2018秋

NPO法人チャレンジド・フェスティバル

61 ニュースレター

ラック

全般

～ボランティアをしたい人と必要な人をつなぐ情報誌～ あらんてあ 9月号

荒川区社会福祉協議会 荒川ボランティアセンター

2018/9/26

62 ニュースレター

ラック

全般

ボランティア・市民活動情報 イマカラ・ココカラ

いたばし総合ボランティアセンター

2018/9/26

63 ニュースレター

ラック

全般

Npop'n えぬぽっぷん VOL.63 2018/9

新宿NPO協働推進センター

2018/9/26

64 ニュースレター

ラック

全般

杉並のボランティア情報誌 2018年 ボラン.て 9月号

杉並区社会福祉協議会 杉並ボランティアセンター

2018/9/26

65 ニュースレター

ラック

国際協力

TNVN network news 2018年９月 No.103

東京日本語ボランティア・ネットワーク事務局

2018/9/26

66 ニュースレター

ラック

全般

Volunteer ボランティア 2018/9 Vol.403

千代田区社会福祉協議会 ちよだボランティアセンター

2018/9/26

67 ニュースレター

ラック

全般

たまボラ 2018年8月号 VOL.14

東大和市社会福祉協議会

2018/9/26

68 ニュースレター

ラック

全般

かつしかゴト。 2018年9月号

葛飾区社会福祉協議会

2018/9/26

69 ニュースレター

ラック

全般

ボランティアセンターだより 平成30年9月号 第96号

八王子市社会福祉協議会

2018/9/26

全労災ホール/スペース・ゼロ

2018/9/25

http://challenged-festival.org

2018/9/25

○

70 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紙 そよかぜ No.335

中野区社会福祉協議会 中野ボランティアセンター

2018/9/26

71 ニュースレター

ラック

全般

品川ボランティアセンター ボラミニ情報 9月号

品川区社会福祉協議会 品川ボランティアセンター

2018/9/26

72 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27号

狛江市市民活動支援センター

2018/9/26

73 ニュースレター

ラック

全般

ボランティア・市民活動情報紙 ボランティアめぐろ9月号

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

2018/9/26

74 イベント

外掲示板

国際協力

多文化共生時代の災害時対応 ～外国人支援におけるボランティアの役割～ 港区国際化推進係

2018年10月9日(火) 午後7:00～午後9:00 みなとパーク芝浦 1階
(開場：午後6:30)
リーブラホール

75 イベント

外掲示板

社会福祉

こども食堂フォーラム ～広げよう！こどもの居場所～

埼玉県

2018年11月26日(月)12:30～17:00

大宮ソニックシティ地下1階
第１展示場

2018/9/26

○

76 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

求む！学習支援ボランティア！！

公益財団法人 えどがわボランティアセンターだより

各所で開催
詳細は掲示ちらし参照

各所で開催
詳細は掲示ちらし参照

2018/9/26

一部○

東京都

2018/10/13(土)10:00～18:00
2018/10/14(日)10:00～16:00

東京ビッグサイト会議棟7・8階
そなエリア(東京臨海広域防 http://bosai-kokutai.jp/
災公園)

2018/9/26

東京大学総合研究博物館

2018年11月初旬から2019年3月下旬まで
募集締切：2018年10月24日（水）
ボランティアオリエンテーション：10月31日（水）

JPタワー学術文化総合ミュージアム
http://www.um.u-tokyo.ac.jp

2018/9/28

10月23日(火)14:00～17:00

渋谷区総合ケアコミュニティ
せせらぎ2階 大会議室および
せせらぎ敷地内

2018/9/28

77 ボランティア募集

78 ボランティア募集

79 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
防災イベント同時開催 ぼうさいこくたい-2018- 東京都防災展2018

内掲示板

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」
スポーツ・文化・芸術
IMT学生ボランティア募集

マガジンラック外 社会福祉

「体験学習」サポーター養成講座 車いすの指導で活躍しませんか

しぶやボランティアセンター

2018/9/26

