ボランティアセンター青山キャンパス 掲示板 新着情報リスト（11月分）
NO

分類(種別)

1 助成金情報

2 講座・セミナー

掲示場所

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動領域

タイトル
内容

ラック

■2018年度西日本豪雨災害大学ボランティアセンター助成
災害救援・復興支援
※1大学につき1団体の応募に限る

内掲示板

■警視庁警備部災害対策課主催
災害救援・復興支援
災害時 学生ボランティア研修会

主催・発行元

日時

社会福祉法人 朝日新聞厚生文化事業団

募集期間:2018年11月7日~11月30日(郵送
必着)
対象期間:2018年11月1日(木)~2019年3月

警視庁警備部災害対策課

2018年12月8日(土) 13:30~14:00(開場
12:30)

開催場所

関連サイト

http://www.asahi-welfare.or.jp/
新宿NSビル 30階イベント
ホール

VC 受付日

2018/11/5

2018/11/6

○
(都内に所在する大
学関係者)
○

3 その他

内掲示板

全般

■福島県 再エネスタディーツアー(参加費￥2000:昼食・入館料
(一社)福島県再生可能エネルギー推進センター 2018年11月23日(金)
含む)
福祉空港メガソーラー・日大工学部赤津実験場

4 ボランティア募集

マガジンラック外

国際協力

■まだ見ぬ世界を見に行こう‼2019春
スリランカ・タイ・静岡へのワークキャンプ・ボランティア 他

特定非営利活動法人good!

2019年春 パンフレットまたはHP参照

各種各所開催
パンフレット・HP参照

http://www.good.or.jp/

2018/11/6

5 イベント

マガジンラック外

まちづくり

■学生向けイベントVOL.03栃木県出身学生限定！
I ♡TOCHIGI ジモト好きは集まらナイト

NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク

2018年12月1日(土)18:00~20:30(開場
17:40)

Creators District 神保町

http://jimoto-tochigi.net

2018/11/8

各種各所開催

掲示チラシを参照ください

http://www.city.setagaya.lg.jp/soshiki/1244/7139/index.html
2018/11/8

2018年12月8日(土)

日比谷公園噴水広場
コース:芝公園・虎ノ門ヒルズ
周回

http:/rftcjapan.org/volunteer

6 ボランティア募集

外掲示板

■大学生ボランティア求む！
全般
中高生のための居場所・SNS発信・児童養護施設を退所した子ど 世田谷区 子ども・若者部若者支援担当課
も達との食事会など
■BE A PART OF SOMETHING BIGGER THAN
(特非)Run for the Cure Foundation
スポーツ・文化・芸術
YOURSELF.
後援：厚生労働省、東京都
乳がん啓発チャリティーラン・ウォークイベントで1日ボランティア募

社会人参加

福島県(タイトルに明記)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/energy1891.html

2018/11/6

7 ボランティア募集

内掲示板

8 イベント

マガジンラック外

国際協力

■世界子どもの日 チャリティーウォーク

国際人権NPO ヒューマンライツ・ナウ

9 ボランティア募集

外掲示板

国際協力

■チャリティーランのボランティア＆参加者大募集！
Tokyo great Santa Run 2018

フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

10 ニュースレター

ラック

環境保護

■JUON NETWORK VOL.108 2018/11-2019/1

(特非)JUON NETWORK

11 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 11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

2018/11/14

12 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.手11月号

杉並区社会福祉協議会 杉並ボランティアセン
ター

2018/11/14

13 ボランティア募集

マガジンラック外

■きっとある。今、私にできること！
災害救援・復興支援
学生・語学支援ボランティア

14 イベント

内掲示板

教育支援

■第18回 NECチャリティーコンサート ～子どもたちの未来のため
NEC
に～

2019年1月27日(日) 開場12:50/開演13:30 文京シビックホール(大ホール) http://www2s.biglobe.ne.jp/~kshin/tband/

2018/11/19

○

新宿NPOネットワーク協議会

新宿NPO協働推進センター
2018年11月29日(木) 18:30~20:30 (18:00受付)
501会議室

2018/11/19

○

世田谷区 高齢福祉部 介護予防・地域支援
2018年11月30日(金)14時～17時
課

15 イベント

ラック

全般

■秋の夜長の交流パーティー
NPOのこと、ボランティアのことで聞いてみたいことを話してみません
か。

16 イベント

外掲示板

社会福祉

■～地域の居場所の役割と可能性～ 三方よしの社会参加

社会福祉

■だれもが安心して暮らせるために地域でできること
～つながれ ひろがれ ちいきの輪 in TOKYOの取組みから～

17 イベント

外掲示板

外掲示板

社会福祉

19 ボランティア募集

外掲示板

社会福祉

20 イベント

内掲示板

災害救援・復興支援
■第15回 復興応援マルシェ ～知る支援・続ける支援～

21 講座・セミナー

ラック

全般

■地域をつなぐプロセスから学ぶ 2階連続講座
～気づいた課題を共有し、解決へとアプローチする力～

○

聖心女子大学4号館入口集
2018年11月17日(土) 9:00~11:00(受付8:45)
http://spoen.net/76855
合

2018/11/13

○

2018年12月23(日)※締切 12月3日
運営ボランティア 9:00~16:00(集合8:45)

2018/11/14

○

明治神宮外苑軟式野球場・
https://ws.formzu.net/fgen/S90131743/
一部サイクリングコース
http://juon.or.jp/

警視庁警備部災害対策課

東京都高齢者福祉施設協議会

■第5回 日本フォスターケア研究大会
～新しい社会的養育ビジョンを踏まえて～「新たな里親のあり方と 日本フォスターケア研究会事務局
は」
■知的障がい児・者と一緒に活動しませんか？
水泳指導・ランニング・音楽活動を一緒に活動して頂けるボランティ NPO法人アクアリズム
ア募集

18 講座・セミナー

2018/11/13

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/joho/movie/keibi/196.html

2018/11/14

2018/11/19

成城ホール 世田谷区成城

http://www.city.setagaya.lg.jp/event/1995/d00162823.html

2018/11/19

○

2018年12月20日(木)14:00~17:00 (受付
13:30)

家の光会館7階
コンベンションホール
(新宿区市谷船河原町11)

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

2018/11/19

○

2018年12月15日(土)受付開始
10:00~16:50

オリンピック記念青少年総合セ
ンター 416号室

2018/11/19

○

2018/11/20

○

各種各所開催 詳細はHP・掲示チラシ参照

http://aquarhythm.com

ＮＥＣネッツエスアイ

2018年12月13日(木)11:00~19:00

飯田橋ファーストタワー 1階ロ
http://www.nesic.co.jp/csr/
ビー

2018/11/20

○

東京ボランティアセンター・市民活動センター

1回目:11月21日(水) 2回目:12月6日(木)
両日とも、14時～17時
申込締切:11月14日(水)

東京都生協連会館

2018/11/20

○

http://www.tvac.or.jp/special/im

企画 YES PEACE ！プロジェクト
運営 SDGsハッピーアースパレード実行委員会

集合場所・時間など詳細は
フェイスブック(掲示チラシ裏面) https://ja-jp.facebook.com/HappyEarthParade/
などでご案内

22 イベント

内掲示板

全般

■アースデイ東京2019 YES PEACE！
SDGｓ ハッピーアースパレード in 渋谷

23 ニュースレター

ラック

全般

■ボランティア×ちよだご近所かわらばん 合併号2018

千代田区社会福祉協議会

2018/11/21

24 ニュースレター

ラック

全般

■Volunteer ボランティア vol.404

千代田区社会福祉協議会 ボランティアセンター

2018/11/21

25 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 11月号

中野社会福祉協議会 中野ボランティアセンター

2018/11/21

26 ニュースレター

ラック

全般

■たまぼら 10月号 vol.15

東大和市社会福祉協議会

2018/11/21

27 ニュースレター

ラック

全般

■ボラミニ情報 11月号 災害ボランティア入門講座開催!! 他

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会

2018/11/22

28 ニュースレター

ラック

全般

■こどもあらんてあ 2018 秋 第33回あらかわ福祉まつり
11/10(土) 他

荒川区社会福祉協議会 ボランティアセンター

2018/11/22

29 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 11月号

荒川区社会福祉協議会
地域ネットワーク課ボランティアセンター

2018/11/22

30 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29号

こまえくぼ1234(狛江市市民活動支援センター)

2018/11/22

31 ニュースレター

ラック

全般

■季刊 海の未来を考える Ebucheb エブオブ Vol.71

特定非営利活動法人 OWS

2018/11/22

32 イベント

ラック

全般

■文京つながるメッセ 文京ボランティア・市民活動まつりがリニュー
社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
アル

33 ニュースレター

ラック

全般

■新宿NPO協働推進センター広報誌 Npop'n えぬぽっぷん VOL.65
新宿区立新宿NPO協働推進センター

2018/11/26

34 ニュースレター

ラック

全般

■西東京ボランティアセンター・市民活動センター ぼらんてぃあ倶楽
西東京ボランティア・市民活動センター
部

2018/11/26

■パワラン島WORKCAMP
世界一美しい島に選ばれたフィリピン最後の秘境でコミュニティを守
る10日

http://www.bunsyakyo.or.jp/

2018/11/20

○

2018/11/22

NPO法人トチギ環境未来基地

2019年2月11日-2月22日
募集締切：2019年1月25日(金)

フィリピン パワラン島

環境省

2018年12月8日(土)17:00～19:00

(株)電通パブリックレーションズ
会議室 東京都港区東新橋

2018/11/26

2018/12/9(日)13:00開始

渋谷区立初台青年館
レクホール 4階

2018/11/27

○

NPO法人コドモ・ワカモノまちing

2018年12月23日1(日)11:00～16:30
締切 12月15日

そなエリア東京 2階
有明駅or国際展示場

2018/11/27

○

立教大学ボランティアセンター

立教大学池袋キャンパス
2019年2月23日(土)、3月2日(土)、3月9日(土)
池袋防災館(豊島区)

2018/11/27

○

ピアサポートグループ よりそう会・ピ～プル館山

2018年12/8(土)13:00~16:30 開演13:30

2018/11/29

○

35 ボランティア募集

マガジンラック外

国際協力

36 ボランティア募集

マガジンラック外

■学生ボランティア募集説明会のご案内
災害救援・復興支援
福島県双葉郡 富岡町・楢葉町 地域活性化・復興事業

37 イベント

マガジンラック外

■第11回 総合型地域文化スポーツクラブ 初台アイアイクラブ主
スポーツ・文化・芸術
初台アイアイクラブ
催
地域スポーツ交流会 のばそう健康寿命！みんな集まれ‼気軽に

38 イベント

外掲示板

教育支援

39 講座・セミナー

内掲示板

災害救援・復興支援
■第16回 災害救援ボランティア講座

■コドモの命を本気で守る！防災学校 無料
対象：子どもに関わる仕事や活動をしている方/保護者/学生

2019年4月21日(日)

40 イベント

マガジンラック外

社会福祉

■偏見・差別 大歓迎‼ 失敗しよう ～差し入れ大歓迎～
精神疾患(発達障害含む)をもつ人・ご家族・支援者
ピサポートに関心のある方 みんなの大交流会

41 ニュースレター

ラック

全般

■えどがわボランティアセンターだより 第35号

公益財団法人えどがわボランティアセンター

42 イベント

マガジンラック外

社会福祉

■第5回 明治大学バリアフリー映画祭
要予約：掲示チラシにQRコード or HP参照

明治大学バリアフリー映画祭実行委員会
しろくまプロジェクト

https://www.tochigi-cc.org

http://www.saigai.or.jp/students.html

館山市コミュニティセンター2階
https://people-yorisoukai.amebaownd.com
第二集会室

2018/11/26

2018/11/29
2018年12月15日(土)13:30~17:00
(13:00受付開始)

明治大学和泉キャンパス
図書館ホール

https://mbfwhitebear2018.wixsite.com/officialsite

2018/11/29

○

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（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

1 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

災害救援ボランティア推進委員会

2019年2月23日（土）、3月9日（土）

立教大学、池袋防災館

2 講座・セミナー

内掲示板

教育支援

教育ボランティアの募集2019

座間市教育委員会

2019年4月～2020年3月

座間市内中学校

国際協力

「世界のフィールドで働くということ」-国際協力とは？NGOで働くと
は？教育とは？-

AHHA Education Japan

2018年12月1日（土）15時～17時、12月6
八王子市市民活動支援セン
日（木）19時～21時、12月15日（土）19時
ター
～21時

3 講座・セミナー

ラック

関連サイト

www.saigai.or.jp

VC 受付日

社会人参加

2018/11/19

2018/11/27

2018/11/29

〇

