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E-mail：c-news@shakyo.or.jp

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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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《今号の目次》
■全社協からのお知らせ
◆「復興支援期におけるボランティア・市民活動の連携・協働について考える
～ボランティア・市民活動シンポジウム 2014～」
（
「広がれボランティアの輪」連絡会議）
◆平成 26 年度「社会福祉協議会活動全国会議」～5 月 23 日(金)申込み締切です～
（全社協 地域福祉部）
◆２３回全国ボランティアフェスティバルぎふ 事前ＰＲ・さあやるぞ！企画
文字に込めたボランティアの想い「ボランティア一文字造語」締め切りせまる！
（第 23 回全国ボランティアフェスティバルぎふ実行委員会)
■他団体等からのお知らせ等
◆『区市町村社会福祉協議会におけるＢＣＰ（事業継続計画）策定ガイドライン』
の発行のお知らせ
（東京ボランティア・市民活動センター）
◆「自動車購入費助成」助成先の募集
（公益財団法人 損保ジャパン記念財団）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■全社協からのお知らせ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「復興支援期におけるボランティア・市民活動の連携・協働について考える
～ボランティア・市民活動シンポジウム 2014～」
（
「広がれボランティアの輪」連絡会議）
「広がれボランティアの輪」連絡会議では、東日本大震災の被災地・被災者支
援の機運を継続させるとともに、日頃からのボランティア活動への参加を促進す
るための活動を行っています。 ボランティア・市民活動シンポジウム 2014 では、
東日本大震災の復興支援を進めていく中で、ボランティア・市民活動の連携・協
働を行っている事例から連携・協働にあり方について考えます。ぜひ、皆さまに
ご参加いただきますようお願いします。
１．主催 「広がれボランティアの輪」連絡会議
２．日時 平成 26 年 6 月 6 日（金）13 時 30 分～16 時
３．会場 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 1 階 102
（東京都渋谷区代々木神園町 3-1

Tel 03-3469-2525）

４．参加対象 ボランティア・市民活動推進機関・団体関係者、
活動実践者（ボランティア・NPO スタッフ等）、その他活動に関心のある方等
５．定員 150 名
６．参加費 無料
７．参加申込み ホームページをご覧ください http://www.hirogare.net/
８．お問い合わせ先
「広がれボランティアの輪」連絡会議 事務局
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター内
Tel 03-3581-4656

Fax 03-3581-7858

e-mail info@hirogare.jp

◆平成 26 年度「社会福祉協議会活動全国会議」～5 月 23 日(金)申込み締切です～
（全社協 地域福祉部）
来る平成 27 年度は、生活困窮者自立支援法が施行され、介護保険制度改正・報
酬改定も予定されるなど、社会保障・福祉制度の大きな変革の時期となります。
社協としてこれらの改革の動きをいかに見極め、地域福祉推進の戦略を明確化し
て実行に移していくかが問われています。本会議は、第一線の研究者を講師とし、
全国の実践事例報告を交えて幅広く協議を行うものです。ぜひ多くの方々のご参
加をお待ちしています。

１．テーマ
『社協・生活支援活動強化方針』の具体的展開～平成 27 年度 生活困窮者自立支
援法施行、社会保障・福祉制度改革にむけて社協はどう取り組むか～
２．日時・会場
平成 26 年 6 月 12（木）～13 日（金）全社協・灘尾ホール、5 階会議室
３．参加費 10,000 円
４．プログラム
【1 日目】
基調説明「社会福祉協議会をめぐる動向と取り組み課題」全社協地域福祉部長
講演「生活困窮者支援への取り組みとこれからの地域福祉の展開」
和田敏明氏（ルーテル学院大学教授）
シンポジウム「新たな福祉課題・生活課題への対応にむけた地域の協働」
コーディネーター/上野谷加代子氏（同志社大学教授）
シンポジスト/浦野 正男氏（社会福祉法人中心会理事長）
内海 正子氏（NPO 法人はなのいえ理事長）
谷口 郁美氏（滋賀県社協地域福祉部長兼（仮称）
滋賀の縁創造実践センター開設準備室長）
佐甲 学（全社協地域福祉部長）
【2 日目】
第 1 分科会『生活困窮者支援への取り組みと「社協・生活支援活動強化方針」の具体化』
コーディネーター/原田正樹氏（日本福祉大学教授）
第 2 分科会『地域包括ケアシステムの推進にむけて～介護サービスと小地域福祉活動、
生活支援サービスの連携』
コーディネーター/永田 祐氏（同志社大学准教授）
第 3 分科会『地域における総合的な権利擁護体制の構築』
コーディネーター/岩間 伸之氏（大阪市立大学大学院教授）
５．申込方法
全社協 HP より開催要綱及び申込書をダウンロードしてお申込みください。
http://www.shakyo.or.jp/news/20140507_kaigi.pdf

◆２３回全国ボランティアフェスティバルぎふ 事前ＰＲ・さあやるぞ！企画
文字に込めたボランティアの想い「ボランティア一文字造語」締め切りせまる！
（第 23 回全国ボランティアフェスティバルぎふ実行委員会)
９月２７日(土)、２８日(日)の大会本番に向けた RP 企画として３月から募集し

ている「ボランティア一文字造語」の締め切りが迫っております。みごと「清流
ボランティア大賞」に選ばれた方には、３万円相当のペア宿泊券と記念品をプレ
ゼント！日頃のボランティアに対する志（想い）を、岐阜の地に！！
【主旨】
第２３回全国ボランティアフェスティバルぎふの開催に当たり、ボランティアの
持つ様々な意味合いを一文字で表す造語を募集。当選作品は各種広報等の場で使用
し、ボランティア精神の広がりを目指す。
【募集作品】
ボランティアから連想する、一文字の造語（漢字を使った合成の一文字）
その読み方と簡単な解説（そのこころ）
【応募資格】 どなたでも
【応募期間】 平成２６年３月１日（土）～５月３１日（土）
【応募方法】
・ハガキでの応募
応募はがき(別紙チラシに添付)に必要事項を記入の上、
「第２３回全国ボラン
ティアフェスティバルぎふ」事務局あて送っていただく。
・ＦＡＸでの応募
応募はがきに必要事項を記入の上、チラシから切り取らないで送信いただく。
（ＦＡＸ番号０５８－２７４－２９４５）
【審査及び発表】
「第２３回全国ボランティアフェスティバルぎふ」実行委員会の審査の上、優
秀６作品と入賞３０作品を選定。その後、優秀６作品の中からＨＰ上の投票によ
り、清流ボランティア大賞、ともにん賞、せせらぎ賞を決定する。最終結果は
「第２３回全国ボランティアフェスティバルぎふ」開催当日に会場で発表する。
【表彰・副賞】
清流ボランティア大賞

１作品 賞状 ３万円相当のペア宿泊券

ともにん賞

２作品 賞状 ２万円相当のペア宿泊券

せせらぎ賞

３作品 賞状 １万円相当の岐阜県ゆかりの記念品

入賞

３０作品

記念ピンバッジ、 ひのき仕様特製ボールペン

その他、応募者全員から抽選で５０名様に、特製ボールペンをプレゼント。
清流大賞、清流賞の受賞者は岐阜大会にご招待の上、表彰式に出ていただく。
表彰式では書道ガールが舞台上で受賞の一文字作品を書き上げる。
〇お問合せ〇
第２３回全国ボランティアフェスティバルぎふ 実行委員会事務局
〒500-8385 岐阜市下奈良 2-2-1 岐阜県福祉会館内
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会

TEL：058-274-2940 （岐阜県ボランティア・市民活動支援センター）
FAX：058-274-2945
Facebook

https://www.facebook.com/zvf.gifu

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■他団体等からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆『区市町村社会福祉協議会におけるＢＣＰ（事業継続計画）策定ガイドライン』
の発行のお知らせ
（東京ボランティア・市民活動センター）
東京ボランティア・市民活動センターでは、この度、
「区市町村社会福祉協議
会におけるＢＣＰ（事業継続計画） 策定ガイドライン」を発行します。社会福
祉協議会は災害時に、様々な団体や個人と協働して被災者支援を行う事が求めら
れています。
①様々な個体や個人と協働して被災者支援を行う事が求められている。
②首都直下型地震を見据え、災害時にどの業務を優先させるのか、どの業務を
中止するのか。
社協のＢＣＰ（事業継続計画）を事前に策定しておくことが必要です。
ガイドラインとしてまとめたものです。
【書籍情報】
区市町村社会福祉協議会におけるＢＣＰ（事業継続計画）策定ガイドライン
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 東京ボランティア・市民活動センター
平成２６年４月発行
金額：本体価格 2,500 円+税
【詳細・ご購入】http://www.tvac.or.jp/manten/list.cgi?co=1000690
【問合せ先】
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
E-mail saigai@tvac.or.jp

災害担当（加納・高橋）
℡ 03-3235-1171

http://www.tvac.or.jp/manten/

◆「自動車購入費助成」助成先の募集
（公益財団法人 損保ジャパン記念財団）
損保ジャパン記念財団では西日本に所在し、主として障がい者の福祉活動を行

う団体を対象に『自動車購入費助成』を募集します。
【詳細・お申込み】http://www.sj-foundation.org/
【概要】
１．助成金額
自動車購入費 １件１００万円まで （総額１,０００万円）
２．募集概要
（１）募集対象団体
以下の条件をすべて満たす団体が対象です。
①西日本地区に所在する団体
西日本地区とは以下をいいます。
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山
広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎
熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
②特定非営利活動法人、社会福祉法人
③主として障害者の福祉活動を行う団体
※ただし、加齢に伴う障害者(高齢者)の福祉活動団体は除きます。
（２）申込方法
財団ＨＰの申込フォームに必要事項をご入力のうえお申し込みください。
＜損保ジャパン記念財団ＨＰ＞ http://www.sj-foundation.org/
（３）募集期間
２０１４年６月２日（月）～７月１５日（火）１７時まで
（郵送の場合は当日の消印を有効とします。
）
（４）選考方法と選考結果の連絡
２０１４年９月に開催予定の選考委員会において助成先を選考し、
その選考結果をお申し込みいただいた団体にご連絡します。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■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 27 日(火)に発行予定です。

