東
参加者募集
日
本
の
再
生 住友商事
過 ユースチャレンジ・
程 フォーラム 2013
に
若
者
の
参
加
を
■日

時： 2013年 9月28日
（土）13時30分～17時30分

9月29日（日）09時30分～16時30分

■会

場： TKP仙台カンファレンスセンター

（JR仙台駅西口より徒歩3分、市営地下鉄南北線仙台駅徒歩5分）

■ 参加費： 無料
■主

催： 住友商事株式会社

■ 企画・運営協力： 特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

■ 現地協力： 特定非営利活動法人 せんだい・みやぎＮＰＯセンター

お問い合わせ先

住友商事株式会社 環境・ＣＳＲ部 （担当：森・安田・上﨑）

〒104-8610 東京都中央区晴海1-8-11

E-mail：sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp ／ TEL：03-5166-6754、3653、3374

市民社会創造ファンド

Youth-Challenge Forum
住友商事株式会社は、東日本大震災の被災地の地域再生と被災者の生活再建を願い、その再生過
程に参加するユースを応援するため2012年度より「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログ
ラム※」を開始しました。
この度、2013年度「活動・研究助成」の新規助成対象団体による中間報告を中心とするフォーラム
を、下記の要領で開催いたします。本プログラムの意義や課題、そして、今後の進むべき方向性など
について、幅広く議論を深めていく予定です。また、このフォーラムを通じて、助成対象団体相互の理
解と交流を深め、震災復興に関心のある方々に、東日本大震災からの復興に向けてのユースの活躍
を広く発信していきます。
※このプログラムは「活動・研究助成」と「インターンシップ奨励プログラム」の２つで構成されます。
詳細については、下記WEBサイトをご参照ください。
・活動・研究助成 → http://www.civilfund.org/youth-josei.html
・インターンシップ奨励プログラム → http://www.civilfund.org/youth-challenge.html

Program
9月28日（土）
13：30〜17：30

2013年度 助成対象団体 中間報告会 ① （助成Bコース［新規］：16団体）
「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム−活動・研究助成−」を受けた団体による活動報告
受付：13：15〜

会場：2F カンファレンスルーム2A及び2B

9月29日（日）
09：30〜12：30

2013年度 助成対象団体 中間報告会 ②（助成Aコース：23団体）
「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム−活動・研究助成−」を受けた団体による活動報告
受付：9：15〜

13：30〜16：30

会場：3F カンファレンスルーム3A及び3B

公開シンポジウム「 東日本大震災 ユースチャレンジ」
受付：13：15〜

会場：3F ホール3A

【基調講演】「ユースの挑戦の価値を信じて」
実吉 威 氏（認定特定非営利活動法人市民活動センター神戸 理事・事務局長）

【パネルディスカッション】「“つながり” から生まれるもの」
（登壇者）… 赤澤 清孝 氏（特定非営利活動法人 ユースビジョン 代表）

鹿住 貴之 氏（認定特定非営利活動法人 JUON（樹恩）NETWORK 理事・事務局長）
小川 真美 氏（特定非営利活動法人 せんだい・みやぎ NPO センター 事務局次長）
その他 、 助 成対象団体

※当日の様子はUstreamでも配信を予定しています。
http://www.sumitomocorp.co.jp/csr/contribution/report/category/contents̲type=78

Entry
参加申込にあたっては、下記の必要事項をご記入いただき、件名を
「ユースチャレンジ・フォーラム参加申込」
として9月20日（金）
までに、以下のアドレスにEメールにてお申込みください。
（必要事項）
・・・
【氏名】、
【 所属】、
【 参加希望のプログラム（中間報告会①（9/28）／中間報告会②（9/29）／公開シンポジウム）】

E-mail：sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp
※参加申込の締切日前でも定員に達した際にはお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※定員に余裕がある場合には、当日参加もお受けいたします。
※ご記入いただいた個人情報は、本フォーラムに関する業務、連絡等のみに使用させていただきます。

Youth-Challenge Forum
Map
会場
TKP仙台カンファレンスセンター
宮城県仙台市青葉区花京院1丁目 2-3

アクセス
・JR「仙台駅」西口より徒歩3分
・市営地下鉄南北線「仙台駅」徒歩5分
地図の詳細⇒ http://tkpsendai.net/access.shtml

2013年度 助成対象プロジェクト・団体名一覧
＜ A コース ：ユースが任意のチーム／サークル／グループで取り組む活動や研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

iSP ＊〜いわて すけっと ぷろじぇくと＊〜

復興 girls & boys＊

2

宮城県名取市の仮設住宅における “ふれあいサロン” プロジェクト

尚絅学院大学 ボランティアチーム TASKI（たすき）

3

松島地域活性化プロジェクト

M Leaders

4

東松島地域活性プロジェクト

学生による地域支援活動団体みまもり隊

5

被災地の子どもと学生をつなぐ
「にこにこプレーパーク」プロジェクト

石巻専修大学経営学部

6

ほや消費促進プロジェクト〜宮城県の地域活性を目指して〜

チームほやっぴー

7

NS プロジェクト〜ありのままの笑顔〜

大夢 ʻｓ

8

宮城県仮設住宅入居者支援プロジェクト

東北学院大学災害ボランティアステーション 学生スタッフ

山崎泰央ゼミナール

9

福島を感じて考えるスタディーツアー「スタ☆ふく」

JASP 福島 スタ☆ふく実行委員会

10

ふくしまキッズ・スマイルアゲイン

福島乳幼児妊産婦ニーズ対応プロジェクト茨城チームJr.（FnnnP Jr.-I.）

11

つくば市における避難者・学生・市民のためのコミュニティ形成支援

Tsukuba for 3.11

12

若者よ、のびのび学ぼうプロジェクト

Share the Earth

13

"World Cafe"project 留学生と考える復興 被災地の声を世界に

きずな International

14

遠野・被災地支援ボランティア

法政大学市ヶ谷キャンパス「チーム・オレンジ」

15

学生によるコミュニティ形成、教育を通した復興支援活動〜大船渡の笑顔のために〜

復興支援学生団体 Youth for Ofunato

16

三陸水産業・漁村・漁港復興に向けた産学官連携支援プロジェクト

番屋プロジェクトグループ

17

和光大学

和光大学・大島椿愛たい組

18

あいべ福島プロジェクト

あいべ福島プロジェクト

19

繋がろう！被災地支援プロジェクト

Team Tama Action Project

20

広田地区寄り添いプロジェクト

金沢大学ボランティアさぽーとステーション

21

笑顔を咲かせよう

R7―笑顔を咲かせよう Rits×MIYAKO プロジェクト―チーム

22

福島と奈良をこころでつなぐ のびのびキャンプ2013

つながりをチカラにかえる のびのびプロジェクト

23

震災復興イベントプロジェクト
「このゆびとまれ！」

東北復興九大チーム このゆび

気仙沼・大島支援プロジェクト

Rits MIYAKOプロジェクト

Youth-Challenge Forum
＜ B コース（新規助成）：ユースが NPO ／大学（院）等の組織において主体的に取り組む活動や研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

石巻2.0不動産

一般社団法人 ISHINOMAKI2.0

2

まちづくりの担い手の対話と協働による課題解決型コミュニティづくり

一般社団法人 ふらっとーほく

3

石巻復興ソーシャルファーム

特定非営利活動法人フェアトレード東北（FTT）

4

復興学としての「福島学」受講生による南相馬市への復興支援活動の
展開 ～今日ゆうSmile！ 桜でつなぐ笑顔の輪プロジェクト～

学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム
桜の聖母短期大学

5

南相馬市ふるさと復興会議「ざっくばらんに話すっぺ！」応援プロジェクト

特定非営利活動法人 はらまち交流サポートセンター

6

綿糸で繋ぐ地域間ユース連携～いわきオーガニックコットンプロジェクトと共に～

特定非営利活動法人 ザ・ピープル

7

ひびき仮設住宅子ども元気プロジェクト

認定特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

8

宮城県山元町イグネ伐採支援プロジェクト

特定非営利活動法人 国際ボランティア学生協会（IVUSA）

9

若興人の家～若者による過疎地域若者流出防止プロジェクト～

一般社団法人 SAVE TAKATA

10

被災地への学生ボランティア派遣活動

特定非営利活動法人 Youth for 3.11

11

復興支援 ITボランティア

一般財団法人 ユニバーサル志縁社会創造センター

12

松島湾沿岸地域の復興支援プロジェクト～観光と防災のまちづくり～

早稲田大学社会科学部「都市・コミュニティデザインゼミ」

13

南相馬市児童クラブ支援プログラム

新潟県立大学植木研究室南相馬市子ども支援プログラム

14

よりそいの花陸前高田市プロジェクト

北陸学院大学地域教育開発センター

15

ミュージアムネットワークでユースの社会力UP！ プロジェクト

こどもひかりプロジェクト

16

仮設住宅等での生活支援・コミュニティ支援を軸とした学生ボランティア活動の展開

神戸大学学生ボランティア支援室

＜ B コース（継続助成）：ユースが NPO ／大学（院）等の組織において主体的に取り組む活動や研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

こどもたちの夢を育む学習支援

一般社団法人 SAVE IWATE

2

大槌町こども議会促進プロジェクト

一般社団法人 おらが大槌夢広場

3

宮城学院女子大生による子どもの「日常」再生ネットワーク（2）

宮城学院女子大学リエゾン・アクション・センター（MG-LAC）

4

石巻コミュニケーションマッププロジェクト

特定非営利活動法人 DoTank みやぎ地域政策研究行動会議

コミュニティスペースからの復興人材育成事業（2）

特定非営利活動法人コースター

5
6

「つながる・伝える・考える」活動の中で学ぶ 復興支援推進プロジェクト

特定非営利活動法人 市民公益活動パートナーズ

7

被災地の仕事づくりを加速させる 2nd シーズン
～若者の力による新たな販売ネットワーク構築プロジェクト

8

Do for Smile＠東日本プロジェクト「明学・大槌町吉里吉里復興支援プログラム」
（2） 明治学院大学ボランティアセンター

9

震災を経験した東北・関西の大学生による岩手県釜石市コミュニティ
活性化支援プロジェクト（2）

特定非営利活動法人
とちぎユースサポーターズネットワーク

一般財団法人ダイバーシティ研究所

