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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
◆「災害について考える集い」参加者募集
（埼玉県社会福祉協議会）
◆第 53 回社会福祉夏季大学
（兵庫県社会福祉協議会）
◆「
（損保ジャパン記念財団賞）受賞記念講演会・シンポジウム」参加者募集
（
（公財）損保ジャパン記念財団）
◆設立 3 年記念シンポジウム「子どもたちの未来（あす）を話そう！」
（一般社団法人 コミュニティ・4・チルドレン）
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■他団体等からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「災害について考える集い」参加者募集
（埼玉県社会福祉協議会）
東日本大震災から 3 年が経過しました。被災地では現在も復興に向けた取り組
みが続いています。その間、埼玉県でも竜巻、豪雪による被害が発生し、災害ボ
ランティアセンターが立ち上がりました。私たちは今後起こり得る大規模災害に

備えて、今までの教訓を活かし、住民一人ひとりが防災について考えることが求
められます。
本集いでは、今一度災害を振り返り被災地の現状、各団体における災害時に備
えた日々の取り組みについて実践を通して考えます。皆様、ぜひご参加ください。
【日 時】 平成 26 年 7 月 8 日（火） 13：00～16：20（開場 12：30）
【会 場】 埼玉会館 小ホール （さいたま市浦和区高砂 3-1-4）
【定 員】 500 名（入場無料）
申込チラシ裏面の申込用紙を FAX またはメールにて本会地域活動支援課までお送
りください。
詳

細

は

こ

ち

ら

http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/news/newest/post-29.html

◆第 53 回社会福祉夏季大学
（兵庫県社会福祉協議会）
【テーマ】
「これからの社会保障制度の行方～“成熟社会の構築”に向けて～」
【趣 旨】 平成 25 年 8 月、国の「社会保障制度改革国民会議」の報告書が公表
されました。
「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」と題された同報
告書の内容に基づき、少子化対策や地域包括ケアシステムの構築などを柱とする
社会保障制度改革が実行に移されようとしています。
第 53 回社会福祉夏季大学は、このような情勢を踏まえながら、社会保障制度改
革の今後の展望と、地域社会において福祉関係者に求められる役割について議論
を深める機会として開催します。
【日 時】 平成 26 年 7 月 28 日（月）13：00～16：35
【会 場】 神戸芸術センター 芸術劇場（神戸市中央区熊内橋通 7-1-13）
【聴講料】 3,000 円（学生は無料、定員 600 名）
【プログラム】
基調講演（13:20～14:20）
「これからの社会保障制度の行方～“成熟社会の構築”に向けて～」
講師：清家 篤さん（慶応義塾長、社会保障制度改革国民会議会長）
パネルディスカッション（14:30～16:30）
「誰もが安心して生活できる地域包括ケアシステムづくり～『21 世紀型のコミュ
ニティ再生』とは～」
パネリスト：

中村

秀一さん
一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム理事長

⇒

前内閣官房社会保障改革担当室長
大日向 雅美さん
恵泉女学園大学大学院教授
社会保障制度改革国民会議委員
鏡 諭さん
淑徳大学コミュニティ政策学部教授
コーディネーター：森本

佳樹さん
立教大学コミュニティ福祉学部教授

⇒開催チラシと聴講申込書は、兵庫県社協ホームページからダウンロードできます。
http://www.hyogo-wel.or.jp/
【お問い合わせ先】
兵庫県社会福祉協議会 総務企画部（担当：戸田）
神戸市中央区坂口通 2 丁目 1-1 県福祉センター内
TEL（078）242-4633

FAX（078）242-4153

◆「
（損保ジャパン記念財団賞）受賞記念講演会・シンポジウム」参加者募集
（
（公財）損保ジャパン記念財団）
詳細・お申込みはこちら⇒URL:http://www.sj-foundation.org/
【テーマ】
「日本での障害者のソーシャルインクルージョンの課題と展望
―国連の障害者権利条約への批准をふまえて―」
「障害者の権利に関する条約」の批准をふまえて、日本の社会が受け入れるソ
ーシャルインクルージョンを、現状での課題をもとに今後どのように展開してい
くべきかを、多面的な角度から検討します。
【日 時】 2014 年 9 月 20 日（土） 午後 1 時～午後 5 時
【場 所】 グランドアーク半蔵門 東京都千代田区隼町 1-1
TEL 03-3288-0111（代表）
【定 員】 150 名（先着順）
【参加費】 無料
【応募方法】当財団ホームページからお申込ください。
【ＵＲＬ】 http://www.sj-foundation.org/
【問合先】 （公財）損保ジャパン記念財団
TEL： 03-3349-9570 FAX： 03-5322-5257
E-Mail：sjf3340@sj-foundation.org

◆設立 3 年記念シンポジウム「子どもたちの未来（あす）を話そう！」
（一般社団法人 コミュニティ・4・チルドレン）
グローバル化を迎えた世界の各地で、家族や地域社会は危機的な状況に直面し
ています。中でもアジアの子どもたちを取り巻く状況は厳しく、基本的人権を侵
害・剥奪されている子どもたちがたくさんいます。
日本も例外ではなく、子どもたちが元気に育ち、将来、彼らが暮らす地域や社
会に貢献できる人材として育つような地域づくりをどのように進めていけばよい
のか。
シンポジウムを通して、子どもたちと共に未来を切り開こうとしている実践者
とともに考えていきます。
【第一部】
「子どもたちの未来（あす）を話そう」
エンパワメントに向けた取り組みの実践報告
【第二部】
「バズ・セッション」
（ディスカッション）
参加者・シンポジストたちとともに、第一部のテーマを深める
【日 時】 2014 年 7 月 12 日（土） 13：00～16：30（12：30 開場）
【場 所】 阿倍野市民学習センター第 2 研修室
【定 員】 60 名（要事前申し込み）
【参加費】 無料
【申込み方法】
：下記の事項を記載の上、メールまたは FAX にて申込み下さい。
①お名前

②ご所属 ③当日連絡がとれる電話番号

FAX 番号：06-6621-7139
メール ：community_4_children@yahoo.co.jp
【締 切】 2014 年 7 月 7 日（月）*定員 60 名になり次第締切
【主 催】 一般社団法人

コミュニティ・4・チルドレン

http://www.community4children.com
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■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 24 日(火)に発行予定です。

