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（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

社会人参加

○

社会福祉法人 日本肢体不自由児協会
中央療育相談所

平成31年1月4日(金)～6日(日) 2泊3日
八海山麓スキー場
準備研修日程11月3日～12月22日の間に9回
(新潟県魚沼市)
あり

http://www.nishikyo.or.jp

2018/10/2

http://volunteer-platform.org/

2018/10/2

1 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

第30回 雪と遊ぼう：親と子の療育キャンプ ＝ボランティア募集
＝

2 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

海外ボランティアならぼらぷら
一人でも初めてでも大丈夫！一生ものの1週間

一般社団法人ボランティアプラットフォーム

各所開催 詳細はHP参照

3 助成金情報

ラック

全般

2019年度学生を対象とする人材育成活動

公益財団法人 電通育英会

応募締切 2018年12月3日(月)財団必着

4 イベント

外掲示板

教育支援

SYDボランティア奨励賞第13回募集要項

SYD(公益財団法人修養団)

応募締切 2018年11月30日必着

5 ニュースレター

ラック

災害救援・復興支援
東日本大震災 被災者支援２０１７年度報告書

認定NPO法人ジャパン・プラットホーム（JPF)

6 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■チーム「ながぐつ」プロジェクト 第１８６陣

(公財)日本財団学戦ボランティア(Gakuvo)

2018年10月19日(金)夕方～10月21日(日)夜解散
福島県いわき市富岡町

http://gakuvo.jp/event/

2018/10/10

7 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■チーム「ながぐつ」プロジェクト 第１８７陣

(公財)日本財団学戦ボランティア(Gakuvo)

2018年11月9日(金)夕方～1１月１１日(日)夜解散
福島県いわき市富岡町

http://gakuvo.jp/event/

2018/10/10

8 ボランティア募集

内掲示板

災害救援・復興支援
■チーム「ながぐつ」プロジェクト 第１８８陣

(公財)日本財団学戦ボランティア(Gakuvo)

2018年1１月３０日(金)夕方～１２月2日(日)夜解散
福島県いわき市富岡町

http://gakuvo.jp/event/

2018/10/10

9 その他

マガジンラック外

全般

PASONA(復興庁より委託)

実施期間2019年2月～3月(1カ月程度、週4日 岩手県・宮城県の沿岸地域、
1日6時間～) ※相談可
福島県の企業及び団体

10 講座・セミナー

内掲示板

平成30年度「津波防災の日」スペシャルイベント 最新科学×津
災害救援・復興支援
波×地域防災

内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議 2018年11月5日(月)13：00～18：00

11 ニュースレター

ラック

全般

NPOのひろば８３号

日本NPOセンター

12 講座・セミナー

ラック

全般

市民セクター全国会議２０１８ 市民社会の広がりと新たな挑
戦

日本NPOセンター

2018年11月22(木)・23(金・祝)

聖心女子大学4号館/聖心グ
www.jnpoc.ne.jp/ss2018
ローバルプラザ

2018/10/10

13 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

第97回あしなが学生募金 街頭募金ボランティア募集
日本とアフリカの親を亡くした子どもたちに奨学金を

あしなが学生募金事務局

2018年10/20(土)・21(日)・27日(土)・
28(日)

全国150か所の主要駅・街頭 www/ashinaga-gakuseibokinn.org

2018/10/10

14 イベント

マガジンラック外

全般

小池知事と語る東京フォーラム ボランティアについて知事と語ろう
～東京2020大会から未来へつなげるボランティア文化～

東京都

10月16日(火)

ベルサール秋葉原2階ホール

2018/10/10

○

15 イベント

マガジンラック外

ぼうさいこくたい2018セッション「防災教育交流フォーラム」
災害救援・復興支援
今、防災教育に”足りないもの”は何か？

一般社団法人防災教育普及協会

10月14日(日)10：00～11：30

東京ビッグサイト会議棟7階
国際会議場

2018/10/10

○

16 イベント

マガジンラック内

スポーツ・文化・芸術
東京2020オリンピック・パラリンピック 大会ボランティア

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会

応募期間：2018年9月中旬-12月上旬

https://www.volasapo.tokyo/summary.html

2018/10/10

○

株式会社 フフフ

①12/8(土)
②1月下旬～2月上旬で2泊3日
③3/30(土)

https:fufufuuu.wixsite.com/fufufu

2018/10/10

http:www.anic.jp/

2018/10/12

17 ボランティア募集

内掲示板

■日本最大級の2019年春休み実践型インターン参加学生募
集!!

社会福祉

あそぶボランティア大募集 障害者と一緒にあそびに行くイベント

各所開催 詳細はHP参照

2018/10/4

SYDホール

https://syd.or.jp/recruitment/encouragement/

2018/10/10

2018/10/10

2018/10/10

川崎商工会議所川崎フロンティアビル2階KCCIホール

2018/10/10

2018/10/10

①高尾山登山
②スキー旅行
③お花見遠足

18 ニュースレター

外掲示板

国際協力

日本語ボランティア実践講座・国際スポーツ交流ボッチャ参加者募
中野区国際交流協会
集
中国江蘇省の家庭料理講習会参加者募集など

19 ニュースレター

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 １０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

2018/10/12

20 ニュースレター

ラック

全般

杉並のボランティア情報誌 ボラン.て 2018年10月号

杉並区社会福祉協議会杉並ボランティアセンター

2018/10/15

21 ボランティア募集

マガジンラック外

環境保護

とうきょう林業サポート隊 メンバー募集中！

公益財団法人東京都農林水産振興財団

各種各所開催 HPを参照ください。

活動日：毎週水曜日・土曜日 各界定員１２名程度
多摩地域

http://ringyou-support.tokyo/

2018/10/17

○

○

22 イベント

内掲示板

西日本豪雨（7月豪雨） 初めての災害ボランティア説明会(無
災害救援・復興支援
料)

一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター2018年10月27日(土)13:00～14:30

ピースボートセンターとうきょう

http://pbv.or.jp/

2018/10/18

○

23 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援
西日本豪雨支援 災害ボランティア募集

一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター募集期間：2018年10月31日まで

活動場所：岡山県倉敷市(真備町)
http://pbv.or.jp/

2018/10/18

○

24 イベント

外掲示板

国際協力

第19回NGOスタディツアー合同説明会

株式会社マイチケット

2018年11月17日(土) 13:30～17:00

龍谷大学 大阪梅田キャンパ
ス

2018/10/22

25 イベント

外掲示板

社会福祉

第33回食事サービスを考えるつどい 参加費：2000円

東京食事サービス連絡会

2018年12月9日(日) 11:00～16:00 (開場10:30)
飯田橋セントラルプラザ12階ホール
http://tvac.or.jp

26 イベント

外掲示板

国際協力

世界子どもの日 ユース・フェスティバル 私たちのファーストステップ
大学生以下は無料

国際人権NGO Human Rights Now

2018年11月17日(土) 11:00～18:00

聖心女子大学4号館
東京都渋谷区広尾4-3-1

http://hrn.or.jp/youth_festival/

首都大学東京ボランティアセンター

第1講座：10月18日(木)16:30～18:00
第2講座：10月25日(木)16:30～18:00
第3講座：10月27日(土)13:00～14:30

首都大学東京
南大沢キャンパス1号館110
教室

2030ビジョンプロジェクト

2018年11月3日(土) 13:30～16:30 開場
13:15

東京ウィメンズプラザ・ホール

2018/10/22

詳細は港区立赤羽小学校へ問い合わせ
連絡先は掲示チラシ参照

港区立赤羽小学校

2018/10/22

2018/10/22

○

2018/10/22

○

http://www.gs.tmu.ac.jp/gakuseika/12_volunteer/
2018/10/22

○

27 講座・セミナー

ラック

教育支援

ボランティアセンター講座～スポーツボランティア2020～受講生募
集
オリンピックの基礎知識とボランティア 他全3回

28 イベント

ラック

全般

共に創ろう！ 未来ビジョン2030 キックオフミーティング

29 その他

外掲示板

国際協力

あなたの家に眠っている「お宝」で日本国際ボランティアセンターの
活動を支援しませんか？

30 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

港区学生スクールボランティア

港区立赤羽小学校

31 その他

外掲示板

国際協力

未使用ハガキ募集中！ハガキで守れる暮らしや命があります
書き損じたり、お手元に余ったハガキをJVCにお送りください

JVC(日本国際ボランティアセンター

32 イベント

内掲示板

JVC国際協力コンサート2018 30周年記念東京公演
スポーツ・文化・芸術
G.F.ヘンデル 【メサイア】

33 イベント

内掲示板

スポーツ・文化・芸術
第1回ソーシャルフットボール(精神障がい者フットサル)地域選抜選手権
(特非)日本ソーシャルフットボール協会

34 イベント

外掲示板

社会福祉

忘れ去られようとしている福島の被災しょうがいしゃと人権
永山公民館市民企画講座 第4回

自立ステーションつばさ

2018年11月10日(土）13:30～16：00 開 多摩市立永山公民館
場13:00
ベルブホール

35 その他

ラック

国際協力

国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ 東京事務所インターン募集

認定NPOヒューマンライツ・ナウ

週2日以上活動、原則３カ月以上活動

東京都新宿区

http://www.hrn.or.jp

2018/10/22

36 イベント

外掲示板

国際協力

食と農のグローバリゼーション
アフリカ・日本の農業と会派s津援助から考える

ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)

2018年11月2日(金) 18:30～21:00 (開場
18:00)

文京シビックセンター
5階 会議室C

https://socialjustice.jp/20181102.html

2018/10/22

○

37 ボランティア募集

内掲示板

スポーツ・文化・芸術
TOKYO2020 都市ボランティア

東京都

応募申込期間：2018年9月26日～12月5日

http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/

2018/10/22

○

38 ボランティア募集

外掲示板

冬休み自然体験キャンプ
スポーツ・文化・芸術
スキーキャンプ リーダー募集
子どもと遊んで、スキーを楽しもう！

公益財団法人育てる会

2018年12月26日(水)～30日(日)

http://www.sodateru.or.jp/

2018/10/26

○

39 ニュースレター

ラック

教育支援

2018冬休み第50回
冬の自然体験キャンプへのおさそい

公益財団法人育てる会

http://www.sodateru.or.jp/

2018/10/26

○

40 ボランティア募集

外掲示板

USFスポーツキャンプ in 群馬
スポーツ・文化・芸術
ボランティアスタッフ募集！

平成30年11月23日(金)9：30～11月25日
一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION
(日)13：00

国立赤城青少年交流の家

http://www.unitedsportsfoundation.org/

2018/10/26

○

41 ボランティア募集

外掲示板

USFスポーツキャンプ in 滋賀
スポーツ・文化・芸術
ボランティアスタッフ募集！

平成30年12月8日(土)8：00～12月9日
一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION
(日)17：31

立命館大学びわこ・くさつキャンパス
http://www.unitedsportsfoundation.org/

2018/10/26

○

42 講座・セミナー

内掲示板

平成30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
「災害の時代と大学、そしてボランティア」

共催：東北学院大学災害ボランティアステーショ
平成30年12月15日(土)10：50～16：30
ン
復興大学災害ボランティアステーション

東北学院大学土槌キャンパス
ホーイ記念館ホール

2018/10/26

○

43 ニュースレター

ラック

全般

ボランティアiインフォメーション 2018年10月号

日野市ボランティア・センター

2018/10/26

44 ニュースレター

ラック

全般

ボラミニ情報 10月号

品川区社協 品川ボランティアセンター

2018/10/26

45 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 そかぜ 2018年10月号

中野区社協 中野ボランティアセンター

2018/10/26

JVC(日本国際ボランティアセンター

http://ngo-jvc.net/

2018/10/22

○

2018年12/1(土)14:00開場 15:00開演

昭和女子大学人見記念講堂 http://ngo-jvc.net/concert/

2018/10/22

○

2018年11月10日(土)10:30～19:30
11月11日(日)9:00～15:00

帝京大学千住キャンパス
7号館アリーナ

2018/10/22

○

2018/10/22

○

白馬VALLEYスキー場

https://goo.gl/forms/ouUhavJU1Dn3EEIp1

46 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28号

こまえくぼ1234（狛江市市民活動支援セン
ター）

2018/10/26

47 ニュースレター

ラック

全般

ボランティアめぐろ 2018年10月号

目黒区社会協めぐろボランティア・区民活動センター

2018/10/26

48 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とする人をつなぐ情報誌～
あらんてあ 10月号

荒川区社協 荒川ボランティアセンター

2018/10/26

49 ニュースレター

ラック

全般

Npop'n えぬぽっぷん VOL.64

新宿NPO協働推進センター

2018/10/26

50 ボランティア募集

内掲示板

スポーツ・文化・芸術
コンサート盛り上げ隊 1DAYボランティア募集！

NPO法人パフォーマンスバンク

51 ニュースレター

ラック

全般

国分寺市社会福祉だより ふくし 第217号

国分寺市社会福祉協議会

2018/10/26

52 ニュースレター

ラック

全般

聴くことのできる人を育てるNPO法人研修グループ
P.L.Aニュース 第50号

P.L.A事務所

2018/10/26

53 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2018年10月号

豊島区民社協 豊島ボランティアセンター

2018/10/26

54 ニュースレター

ラック

全般

明るいニュース 第712号

一般社団法人 日本善行会

2018/10/26

55 ニュースレター

ラック

全般

みずほ社協だより ～ふくしのまちをめざして～ 第135号

社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会

2018/10/26

56 ニュースレター

ラック

全般

えんがわだより NO.149 特集 知ってる？ビーガン 食の橋渡し

調布市市民活動支援センター

2018/10/26

57 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

公益財団法人 横浜YMCA

横浜中央YMCA英語学校
12月26日(水)・27日(木)・28日(金)＊1日だけ
関内
でもOK

58 ボランティア募集

外掲示板

教育支援

YMCA Enjoy ! English Camp

公益財団法人 横浜YMCA

12月1日～12月2日（1泊2日）

三浦YMCAグローバル・エコ・
ヴィレッジ

59 イベント

マガジンラック外

まちづくり

Local match camp in 栃木県那須烏山
あなた×那須烏山＝ローカルの未来

那須烏山市まちづくり課
NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク

2018年11/10（土）～11/11（日）

栃木県那須烏山市

60 ボランティア募集

マガジンラック外

国際協力

2019-SPLING 海外ボランティア・短期海外インターン

特定非営利活動法人 アクション

各種各所開催 HPを参照ください。

61 ニュースレター

ラック

全般

ボランティア・市民活動を広げ、応援する！ ネットワーク No.356

東京ボランティア・市民活動センター

62 イベント

外掲示板

教育支援

子どもの遊びと学びを支える教育ボランティア募集!

認定NPO法人 夢職人

各種各所開催 HPを参照ください。

https://www.p-bank.org/

https://www.yokohamaymca.org/

2018/10/26

2018/10/29

2018/10/29

http://yamizo830.com/?p=1662

2018/10/29

http://www.actionman.jp/

2018/10/29

○
40歳以下

2018/10/29

各種各所開催 HPを参照ください。

https://yumeshokunin.org/

2018/10/30

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（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 ボランティア募集

ラック

教育支援

CEMLA～多文化学習セミナー～

相模原青陵高校・弥栄高校・多文化共生教育
毎週土曜日 10：00～12：00
ネットワークかながわ

2 ボランティア募集

内掲示板

国際協力

海外ボランティアぼらぷら

ボランティアプラットフォーム

https://b.volunteer-platform.org/

2018/9/28

3 ボランティア募集

ラック

国際協力

海外ボランティアガイドブック

ボランティアプラットフォーム

https://b.volunteer-platform.org/

2018/9/28

4 ボランティア募集

ラック

災害救援・復興支援
チーム「ながぐつ」プロジェクト（第186～189陣）

日本財団学生ボランティアセンター

5 その他

内掲示板

災害救援・復興支援
2019年春休み実践型インターン参加学生募集！！

日本財団学生ボランティアセンター

相模女子大学 茜館

2018年10月19日～10月21日、11月9日～
11月11日、11月30日～12月2日、12月21日 福島県いわき市
～12月23日
岩手kン及び宮城県内の主に
2019年2月～3月（1か月間程度、週4日～、1
津波被害にあった沿岸地域、
日6時間～）
福島県の企業及び団体

2018/9/21

2018/10/9

2018/10/9

社会人参加

6 ボランティア募集

ラック

スポーツ・文化・芸術
東京2020オリンピック・パラリンピック 大会ボランティア

公益財団法人東京オリンピックパラリンピック競技
2018年9月中旬～2018年12月上旬
大会組織委員会

東京都ほか

2018/10/16

7 ボランティア募集

内掲示板

教育支援

港区赤羽小学校

港区立小学校・中学校（幼稚園）

2018/10/23

フィリピン

2018/10/29

8 ボランティア募集

ラック

全般

港区スクールボランティア

2019年春海外ボランティア・短期海外インターン

特定非営利法人アクション

2019年2月11日～2月20日、2月15日～2月
28日、2月15日～2月22日、3月4日～3月13
日、3月5日～3月13日、3月18日～3月24日

http://www.actionman.jp

〇

