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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメールニュースは、
「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」のサー
ビスとして、社会福祉協議会関係者に向けて地域福祉、ボランティア・市民活
動関係の情報をいち早くお伝えするサービスです。東日本大震災等の被災地支
援関係の情報は、全社協被災地支援・災害ボランティア情報のホームページ
http://www.saigaivc.com/ に掲載していますのでそちらもご参照ください。
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◆「スポーツボランティア研修会～スポーツボランティア活動のやりがいや楽し
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（特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク）
◆「ボランティア初挑戦はロンドン。そしてソチと２大会を通じて得たかけがえ
のない経験～同じ日本人だから伝えたい東京 2020 への想い～」
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◆「市民社会をつくるボランタリーフォーラム TOKYO2014
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（東京ボランティア・市民活動センター）
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■全社協からのお知らせ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆平成 26 年度「社会福祉協議会活動全国会議」
（全社協 地域福祉部）
【趣旨】
生活困窮者自立支援法の本格施行を控え、社協は、地域における深刻な生活課
題・福祉課題や社会的孤立の問題に対応するため、住民とともに地域のニーズ発
見・相談支援のシステムを構築していく必要がある。介護保険制度についても地
域支援事業の再編を含めた大きな制度改正が予定されており、介護サービスと小
地域福祉活動や生活支援サービス等との連携も大きな課題となる。
「社協・生活支援活動強化方針」の推進を軸におきながら、今、社協が取り組
むべき課題等について討議し、実践を推進していくことを目的に開催する。
【日時】平成 26 年 6 月 12 日(木)12：00 ～ 13 日(金)12：00
【会場】全社協 灘尾ホール・5 階会議室(新霞が関ビル LB 階・5 階)
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 Tel：03-3581-4655
【参加対象】社会福祉協議会役職員及び地域福祉関係者
【定員】３００名
【参加費】１０，０００円(宿泊代等別途)
【申し込み・詳細】
ホームページにてご確認ください。（5 月 7 日（水）に公開予定です）
http://www.shakyo.or.jp/
【問い合わせ先】
全国社会福祉協議会 地域福祉部 （水谷・仁木）
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル４階
TEL 03-3581-4655 FAX 03-3581-7858 E-Mail z-chiiki@shakyo.or.jp
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■他団体等からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「東北応援ビレッジ２０１４」のお知らせ
（東日本大震災支援全国ネットワーク（ＪＣＮ）
）
東日本大震災への注目、記憶が薄れる傾向にあり、支援を取り巻く状況は
予想以上に厳しくなりつつあります。そこで、東京・丸の内に東北のゆるキャラ
が大集合し、幅広い年齢層の参加者と一緒に、息の長い復興への寄り添いを呼び
掛け、震災の記憶の風化防止を目的とするイベントを開催します。

ぜひお越しください。
地元物産・手作り品販売等の出店情報、プログラム詳細は随時ホームページを
更新しますのでご覧ください。
http://www.jpn-civil.net/2013/news/2014/04/village2014.html
【日程】5 月 10 日（土）
・11（日）
【場所】丸の内オアゾ OO（おお）広場（東京都千代田区丸の内 1-6-4）
【参加費】入場無料
【各種スペース（予定）
】
○地元物産・手作り品など販売
○参加者から東北へのメッセージの掲示
○東北各地からゆるキャラ大集合
○音楽演奏・伝統芸能上演 ほか
【主催】東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）／Walk with 東北実行委員会
【共催】災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援 P）
東京駅周辺防災隣組
【問合先】ＪＣＮ事務局 TEL：03-3277-3636 E-Mail：village@jpn-civil.net

◆「スポーツボランティア研修会～スポーツボランティア活動のやりがいや楽し
み方を知る～」
（特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク）
近年、東京マラソンを契機にスポーツボランティアが広く社会に認知されるよ
うになり、全国各地で開催されるスポーツイベントの成否にスポーツボランティ
アの活動が大きく影響を与えるようになりつつあります。 このようなスポーツの
現場を支えているボランティアがより充実した活動をするために、スポーツボラ
ンティア養成事業は、
「スポーツボランティアのやりがいや楽しみ方を知る」か
ら「ボランティア組織のサポート知識」まで、ステップアップ形式の４つの研修
プログラムで構成されています。 今回開催する「スポーツボランティア研修会」
は、スポーツボランティア活動のやりがいや楽しみ方を知る研修会です。
【主催】特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク
【日時】2014 年 6 月 28 日（土）9：45～12：45
【会場】東京都港区芝浦 3-1-19 港区スポーツセンター（田町駅 徒歩 3 分）
【受講対象】中学生以上

【定員】70 名
【参加費】¥1,500
【交付】スポーツボランティア修了証
【申込】 http://kokucheese.com/event/index/160928/
【申込締切】 6 月 20 日（金）※先着順
【お問い合わせ】特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク
〒107-6011
東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 11 階
Tel：03-5545-3301 Fax：03-5545-3305

公益財団法人笹川スポーツ財団内

E-mail: info.jsvn@gmail.com

HP：http://blog.canpan.info/jsvn/ FB：https://www.facebook.com/NPOjsvn

◆「ボランティア初挑戦はロンドン。そしてソチと２大会を通じて得たかけがえ
のない経験～同じ日本人だから伝えたい東京 2020 への想い～」
（特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク）
【登壇者】西川千春氏
外国に住んでいるからこそ、日本人としての誇りを人一倍強く感じるそうです。
在英通算 23 年、経営コンサルタント歴 9 年という経験を踏まえ、グローバルな視点
でお話し頂きます。
【主催】特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク
【日時】2014 年 6 月 10 日（火）19：00～20：30
【会場】東京都港区芝浦 3-1-19 港区スポーツセンター（田町駅 徒歩 3 分）
【定員】70 名
【参加費】スポーツボランティア養成プログラム受講者 1,000 円
（一般）スポーツボランティア養成プログラム未受講者 2,000 円
【申込】http://kokucheese.com/event/index/160930/
【申込締切】6 月 3 日（火）※先着順
【お問い合わせ】特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク
〒107-6011
東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 11 階
Tel：03-5545-3301 Fax：03-5545-3305

公益財団法人笹川スポーツ財団内

E-mail: info.jsvn@gmail.com

HP：http://blog.canpan.info/jsvn/ FB：https://www.facebook.com/NPOjsvn

◆「市民社会をつくるボランタリーフォーラム TOKYO2014

Season2～あの大雪か

ら 3 ヵ月…リベンジ開催～」
（東京ボランティア・市民活動センター）
ボランティア活動や市民活動に関心のある方々、また実際に取り組んでいる方
々を対象に開催します。ことし 2 月の開催で 10 回目を迎えた「ボランタリーフォー
ラム」は、現代社会に垣間見られる諸問題に焦点を当て実施してきました。急速
な社会変化と共に、社会制度や仕組み、地域性、教育問題、価値観など、様々な
問題を、多くの市民、参加者が共有し、一緒に考えるためのイベントです。こと
しは、この 10 年間を振り返り、そして、今それぞれがいるステージから次のステ
ージに一歩を踏み出せるよう「気づく・築く 市民力(わたしたちのちから)」をテ
ーマに掲げました。まず、自分や自分の周りに起きていることを知ることから、
参加、参画、創造につながるよう、
「生活・くらし」「地域・居場所」「若者の
市民力」
「ボランタリズム」と 4 つのカテゴリーを設け、それぞれ複数の分科会で
構成しました。今回はそのうち、2 月のボランタリーフォーラムの際に、天候の影
響により延期となった分科会を開催いたします。
【開催日時】2014 年５月 18 日（日）10:00～17:30
【会場】飯田橋セントラルプラザ 12 階 http://www.tvac.or.jp/page/tvac_access
【参加費】1,000 円
※2014 年 2 月 7 日（金）-9 日（日）のボランタリーフォーラムにご参加いただいた
方は無料です。
※一度、お支払いただければ、複数のプログラムにご参加いただけます。
※高校生以下または 18 歳未満の方の参加費は無料です。
【各プログラムの詳細】http://www.tvac.or.jp/news/31574
【申込方法】
（1）ウェブ申込みフォームからの申込み http://www.tvac.or.jp/news/31574
（2）電話、ファクスまたは郵送でのお申込み
パンフレットやチラシの裏にある申込書をお使いください
http://www.tvac.or.jp/news/31574（申込書ダウンロード）
【主催・お問合せ・お申込み先】
東京ボランティア・市民活動センター
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1
TEL:03-3235-1171

FAX:03-3235-0050 URL:http://www.tvac.or.jp/

【企画運営】市民社会をつくるボランタリーフォーラム TOKYO2014 実行委員会
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

■事務局より
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆記事・情報を随時募集しています
セミナー等の紹介・案内(開催地等は問いません)をより多く掲載したいと
考えておりますので、ぜひ情報をお寄せください。また、社協の取り組みや
ホームページリニューアル等の、社協をアピールする記事もお寄せいただけ
れば掲載をいたします。
ご希望の際は事務局までお寄せください。また、本メールニュースのご感
想・ご意見もお待ちしております。
●本メールニュースへの情報・ご意見はこちらへ
メールニュース(社協版)専用：c-news@shakyo.or.jp
●「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」トップページ
http://www.zcwvc.net/
●メールニュースのバックナンバーはこちらで見ることができます
http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=1&m=333
●メールアドレスの変更、メールニュースの配信停止はこちらへ
http://www.zcwvc.net/メールニュース-社協版
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部／全国ボランティア・市民活動振興センター
電話 03-3581-4655/4656
メールニュース(社協版)専用：c-news@shakyo.or.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
次回は 2014(平成 26)年 5 月 7 日(水)に発行予定です。

