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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》
■他団体等からのお知らせ等
◆「法人後見のあり方等に関する調査研究事業」報告のお知らせ
（特定非営利活動法人 PAS ネット）
◆「平成２６年度 雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査」取組の募集
（国土交通省）
◆「電動車椅子贈呈先の募集について」
（公益財団法人みずほ福祉助成財団）
◆「NHK 介護百人一首 2015」短歌募集のご案内
（NHK 厚生文化事業団）
◆第 20 回「NHK ハート展」詩の募集ならびに第 49 回「NHK 障害福祉賞」作文募集のご
案内
（NHK 厚生文化事業団）
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■他団体等からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「法人後見のあり方等に関する調査研究事業」報告のお知らせ
（特定非営利活動法人 PAS ネット）

PAS ネットは昨年度、厚生労働省社会福祉推進事業において「法人後見のあり方
等に関する調査研究事業」を実施し、「法人後見実施のための研修基本カリキュ
ラム（案）
」を提示しました。当事業の報告書を当法人のホームページに掲載し
ていますのでご覧いただければ幸いです。なお、アンケートには多くの市町村社
会福祉協議会の皆様にご協力をいただきました。ありがとうございました。
【ホームページ URL】 http://www.pasnet.org/
【問い合わせ先】
特定非営利活動法人 PAS ネット（担当：谷）
〒663-8245 西宮市津門呉羽町 2-15-102
TEL：0798-22-7551

FAX：0798-22-7532 E-mail：info@hn.pasnet.org

◆「平成２６年度 雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査」取組の募集
（国土交通省）
昨年度に引き続き、
「雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査」
において、豪雪地帯で地域の除排雪を行う体制を整備する取組への支援を実施す
るため、下記のとおり、取組の提案を募集しております。
＜募集する取組の内容＞
[1] 除雪ボランティア等による体制づくり
[2] 雪処理の担い手の育成、ボランティアと地域を繋ぐコーディネーターの養成
[3] 上記のほか、国土交通省が作成した「地域除雪活動☆実践ガイドブック」で
紹介しているような活動を行うための体制整備

等

＜支給する調査費＞
５０～１５０万円程度
＜募集期間等＞
（１）応募締切日

：平成２６年６月１０日（火）

（２）選考結果の通知

：平成２６年７月頃を予定

（３）本調査による取組期間 ：平成２６年７月～平成２７年３月上旬を予定
※詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000062.html
＜お問い合わせ先＞
国土交通省 国土政策局 地方振興課 伊東
電話 03-5253-8404 E-mail gousetsu@mlit.go.jp

◆「電動車椅子贈呈先の募集について」
（公益財団法人みずほ福祉助成財団）
（公財）みずほ福祉助成財団では、障害児者の積極的な社会参加等を推進する
ため、電動車椅子贈呈事業を行っており、今年度の贈呈先について公募していま
す。概要は以下の通りですが、詳細は財団ホームページ掲載の募集要項をご確認
ください。
（URL）http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi/bosyu/bosyu03.html
≪平成 26 年度電動車椅子贈呈 募集概要≫
1.贈呈対象先 社会福祉法人が運営する障害児者福祉施設
2.贈呈内容 標準タイプの電動車椅子 1 施設につき 1 台
3.申込方法 申込書及び所定の資料を財団事務局宛に郵送
（申込書は財団ホームページよりダウンロード）
4.申込締切 平成 26 年 7 月末日（当日消印有効）
【問合せ先】
（公財）みずほ福祉助成財団事務局
〒100-0011

東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ銀行内幸町本部ビル

℡.03-3596-5633 E-mail BOL00683@nifty.com

◆「NHK 介護百人一首 2015」短歌募集のご案内
（NHK 厚生文化事業団）
福祉キャンペーン「NHK ハートプロジェクト」の中で、すべての人が”ともに生
きる社会の実現”を目指し、さまざまな事業に取組んでいます。介護に関わる方
々が日々の生活の中で感じた素直な気持ちを詠んだ短歌を募集。
1.【募集内容】
「介護する」
「介護される」など介護の経験を詠んだ自作の短歌
一人 3 首以内。必ず詞書 100 字を添えて下さい。
2.【主催】

NHK 厚生文化事業団、NHK サービスセンター

3.【締切】

平成 26 年 9 月 11 日（木）必着

4.【応募方法】応募用紙に必要事項を記入。
専用申込みフォームから応募 http:/www.nnk.or.jp/heart-pj/
5.【問合せ】 NHK サービスセンター 介護百人一首事務局
℡03-3464-5601（午前 10 時～午後 18 時 30 分（土・日・祝除く）

◆第 20 回「NHK ハート展」詩の募集ならびに第 49 回「NHK 障害福祉賞」作文募集のご
案内
（NHK 厚生文化事業団）
NHK と NHK 厚生文化事業団、NHK サービスセンター、全国社会福祉協議会では、今
年も、
「NHK ハート展」の詩の募集ならびに、「NHK 障害福祉賞」の原稿募集を行
います。
（詳細は各要項をご覧ください）
◎第 20 回「NHK ハート展」
「NHK ハート展」は障害のある方が作った詩を募集します。応募された詩の中か
ら 50 編を選び、そこから得たイメージを著名人がアートで表現します。詩とアー
トでひとつの作品として展示、来年 2 月から各地を巡回する予定です。
1.【募集内容】
・テーマ「自由」
・自作の未発表の詩
・一人 5 編まで
・点字も可
2.【主催】

NHK 厚生文化事業団

3.【締切】

平成 26 年 8 月 8 日（金）必着

4.【応募方法】①インターネット（専用応募フォーム必要事項を記入。
www.nhk-sc.or.jp/art/heart/
②郵送（応募用紙はホームページからもダウンロードできます
5.【問合せ】 NHK 厚生文化事業団

「NHK ハート展」係

℡03-3476-5955（平日 10 時～午後 18 時）info@npwo.or.jp
◎第 49 回「NHK 障害福祉賞」
「NHK 障害福祉賞」は、障害のある方ご自身の体験記録や関係者の方々からの
実践記録を募集します。
（第 1 部門：障害のあるご本人／第 2 部門：親御さんや学校や施設の関係者の皆様など）
1.【募集内容】
・未発表の作品。
・字数 800 字以内
2.【主催】

NHK 厚生文化事業団

3.【締切】

平成 26 年 7 月 31 日（木）必着

4.【応募方法】応募要項記載の応募票を記入のうえ、作品に添付して下さい。
5.【送り先・問合せ】NHK 厚生文化事業団「障害福祉賞」係
150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第七共同ﾋﾞﾙ

℡03-3476-5955（平日 10 時～午後 18 時）Fax03-3476-5956
http:/www.npwo.or.jp
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■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 6 月 10 日(火)に発行予定です。

