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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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■他団体等からのお知らせ等
◆「2014 年度公開研究会及び通常総会（公開）」
（特定非営利活動法人 日本地域福祉研究所）
◆「取材を通じて体験した、パラリンピック４大会のボランティアたち(仮)～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）
◆明治安田生命保険相互会社「地域支え合い活動 助成プログラム」
（一般社団法人 全国老人給食協力会）
◆みずほ教育福祉財団「配食用小型電気自動車寄贈事業」
（一般社団法人 全国老人給食協力会）
◆「平成 26 年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について」
（厚生労働省）
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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。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
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「2014 年度公開研究会及び通常総会（公開）」
（特定非営利活動法人 日本地域福祉研究所）
【期日】2014 年 5 月 31 日（土）
2014 年度通常総会

：11 時～12 時（受付 10 時 45 分～）

2014 年度公開研究会：13 時 20 分～17 時（受付 13 時～）
【会場】
（財）テクノエイド協会 会議室
東京都新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ４階

【参加費】お一人様 正会員（所員）：２，０００円

一般：３，０００円

※懇親交流会費は別途要（お一人４，０００円程度）
【定員】６０名（先着順）
【テーマ】
「生活困窮者自立支援とコミュニティソーシャルワーク実践」
生活困窮者自立支援法が、平成 25 年 12 月に成立し、平成 27 年 4 月から施行に伴い、
各地でモデル事業等の取り組みが進んでいます。一般住民の視点では、「生活困窮
者」は一部の人の特殊な問題に思えるかも知れませんが、地域の身近な生活の中に
も「生活困窮」のリスクが潜んでいます。最近では「サイレントプア（声なき貧困、
みえない貧しさ）という言葉で、現代の貧困問題が示されています。コミュニティ
ソーシャルワーク（CSW）は、個別支援事例の蓄積から地域の共通課題を抽出し、そ
の共通課題からの地域支援事業を企画し実施することに特徴があります。各地の生
活困窮者支援への実践では、どのような共通課題から問題の普遍性を見いだし、実
践に結びつけているのでしょうか。本公開研究会では、人や社会の変化、そしてそ
の対応策としての CSW 実践の切り口をさぐり、今後の生活困窮者自立支援の実践や研
究を深める場とします。
【詳細・お申込み】http://www.jicw.jp/seminar02/2014.html
【お問い合わせ】
特定非営利活動法人 日本地域福祉研究所
〒162‐0845 東京都新宿区市谷本村町 3‐27 ロリエ市ヶ谷 3 階
TEL：03-5225-0237 FAX：03-5225-0238 E‐mail：jicsw@mx8.alpha-web.ne.jp

◆「取材を通じて体験した、パラリンピック４大会のボランティアたち(仮)～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】星野恭子氏
伴走を通じて、自ら日常的に障害者スポーツ関わる。障害をもちながらスポー
ツを楽しむ人たちに興味をひかれ、パラ・アスリートたちのストーリーをウェブ
や雑誌を中心に寄稿している。客観的に各大会の特徴を捉え、フリーライターの
立場からお話をして頂きます。
【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 28 日（土）14：00～15：30
【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

（一般区分）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/161947/(外部リンク)
【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

◆明治安田生命保険相互会社「地域支え合い活動 助成プログラム」
（一般社団法人 全国老人給食協力会）
【対象】ボランティア団体・NPO 等の非営利団体が行う配食・会食サービス、孤立
防止のための居場所運営、生活助け合い活動、見守り活動など
【助成内容・金額】
①活動立ち上げ資金の助成・・・上限 15 万円
②備品購入資金の助成・・・全国老人給食会員団体は上限 30 万円、
その他の団体は上限 15 万円
【締切】平成 26 年 6 月 30 日（月）必着
【応募詳細】
〈要項〉http://www.mow.jp/images/jyoseijigyou/h26jyoseiyoukou.pdf
〈申込用紙〉http://www.mow.jp/images/jyoseijigyou/h26jyoseimoushikomi.doc
【応募方法】
上記用紙にご記入の上、郵送にてご応募ください
〈送付先〉〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-19-21
一般社団法人 全国老人給食協力会 事務局

◆みずほ教育福祉財団「配食用小型電気自動車寄贈事業」
（一般社団法人 全国老人給食協力会）
家庭用電源で充電できる 1 人乗りの電気自動車「みずほ号」が寄贈されます。
【対象】原則週 1 回以上の配食活動を行っているボランティア団体、NPO 等（行政
からの全面的委託は除く）
。

※応募には、全国老人給食協力会もしくは社会福祉協議会の推薦が必要です。
【締切】平成 26 年 6 月 13 日（金）当日消印有効
【応募詳細】
〈要項・申請書〉http://www.mizuho-ewf.or.jp/
【お問い合わせ】〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-19-21
一般社団法人 全国老人給食協力会 事務局
Tel:03-5426-2547 Fax:03-5426-2548
E-mail:info@mow.jp

◆「平成 26 年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について」
（厚生労働省）
厚生労働省におきましては、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進
するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、
全国安全週間を主唱しております。本年も 7 月 1 日から 7 月 7 日までを安全週間、6 月
1 日から 6 月 30 日までを準備期間として、「みんなでつなぎ 高まる意識 達成し
ようゼロ災害」のスローガンの下に全国一斉に積極的な活動を行うことといたし
ました。
つきましては、この週刊の趣旨をご理解いただき、関係機関及び傘下の団体等
に対する周知等格段のご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
※報道・広報内容はこちらをご確認ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000043599.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■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 13 日(火)に発行予定です。

