東日本の再生過程に若者の参加を

住友商事
ユースチャレンジ・
フォーラム 2012
12月1日（土） 13時30分〜17時30分
12月2日（日） 09時30分〜16時30分

■日

時： 2012年

■会

場：ベルサール八重洲（東京駅八重洲北口より徒歩3分、東京メトロ日本橋駅直結）

■ 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
2012年度より開始した「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム」では、東日本大震災で被
災した地域の再生を願い、その過程に参加するユースを応援しています。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」からなり、5年にわたり息の長い支援を行います。
今回のフォーラムでは、助成対象グループ・団体の中間報告会と公開シンポジウムを行い、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紹介し、被災された方々の明日に向けてユースに何ができる
か、被災した地域の再生プロセスにユースはどのように参加するかを、共に考えたいと思います。
＊なお、本フォーラムの開催は、2013年度の「活動・研究助成」の公募期間中にあたりますので、次年度への応募を
検討されている方も是非ご参加ください。

お問い合わせ先
住友商事株式会社 環境・ＣＳＲ部 （担当：上﨑・金井・安田）

〒104-8610 東京都中央区晴海1-8-11

E-mail：sumisho-youth-challenge@sumitomocorp.co.jp ／ TEL：03-5166-3374、3898、3653

Youth-Challenge Forum
Program

12月1日（土）
13：30〜17：30

助成対象団体 中間報告会 ①（助成Bコース：12団体）

会場：2F Room E

受付：13：15〜

「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

12月2日（日）
09：30〜12：30

助成対象団体 中間報告会 ②（助成Aコース：22団体）

会場：2F Room A・E

受付：9：15〜

「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

13：30〜16：30

3F Room 1-2-3
公開シンポジウム「『東日本大震災 ユース』から生まれるもの 」 会場：
受付：13：15〜

【基調講演】「東日本大震災におけるボランティア・NPO の役割」
仁平 典宏（法政大学 社会学部准教授／多摩ボランティアセンター センター長）

【パネルディスカッション】「助成による震災復興活動を通じて何が見えてきたか」
（登壇者）… 実吉 威

（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）

赤澤 清孝（特定非営利活動法人ユースビジョン 代表）
その他、せんだい・みやぎNPOセンター（現地協力団体）、助成対象団体（Aコース／ Bコース）
およびインターンシップ奨励プログラム対象者等（予定）
※住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム（活動・研究助成およびインターンシップ奨励プログラム）の
詳細については → http://www.sumitomocorp.co.jp/announcement/atten2.html をご参照ください。

Map
会場
ベルサール八重洲
東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファースト
フィナンシャルビル 2 F・3 F

アクセス
・「日本橋駅」A7出口 直結
(東京メトロ 東西線・銀座線、都営浅草線)
※B1Fにて、地下鉄日本橋駅（A7出口）
と直結しております。

・「東京駅」八重洲北口徒歩3分
(JR線、東京メトロ 丸ノ内線)

Entry
（木）
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11月22日
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（12/1）／中間報告会②（12/2）／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。
※各プログラムの定員は、中間報告会：
「60名」、公開シンポジウム：
「200名」
となっております。
※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
助成対象プロジェクト・団体名一覧
＜ A コース ：ユースがチーム・サークル・グループで取り組む活動・調査研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

ふれあいサロンプロジェクト

尚絅学院大学

2

東松島農業再生プロジェクト

学生による地域支援活動団体みまもり隊

3

繋がろう！被災地支援プロジェクト

Team Tama Action Project

4

Ns プロジェクト〜ありのままの笑顔〜

大夢ʼｓ

5

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

6

避難先地域・つくば市における被災者のためのコミュニティ形成支援

Tsukuba for 3.11

7

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.

8

学生による被災地支援のための市民メディアプロジェクト

学生による被災地支援のための市民メディアプロジェクト

9

陸前高田市広田半島きらめきプロジェクト

陸前高田市広田半島きらめきプロジェクト

10

石巻市雄勝町 復興支援プロジェクト

ラスト・ワン・マイル・プロジェクト

11

遠野・被災地支援ボランティア活動

法政大学市ヶ谷キャンパス「チーム・オレンジ」

12

和光大学 気仙沼・大島支援プロジェクト

和光大学 気仙沼・大島支援プロジェクト

13

南相馬市ふるさと復興会議「ざっくばらんに話しすっぺ！」応援プロジェクト

東京農工大学水資源計画学研究室「被災地応援隊」

14

大沢地区復興まちづくり ワークショップ

気仙沼みらい計画大沢チームユース

15

頑張れ東北Project

きずな International

16

松島海岸公園再生プロジェクトの支援〜観光地における景観と防災・ 早稲田大学社会科学部
減災に配慮した新しい公園デザインを目指して〜
「都市・コミュニティデザインゼミ」松島支援チーム

17 「新生!! 田老」

成蹊高校元 3‐F 有志

18

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

東京大学大学院 番屋プロジェクトグループ

19

中央大学学生による宮城県、福島県、岩手県を対象とした震災地復興
支援プロジェクト

中央大学FLP国際協力プログラム崎坂ゼミ

20

東大―東北復興エイド

東大―東北復興エイド

21

ACTION 〜students' project for 3.11〜

ACTION

22

大船渡支援ワークキャンププロジェクト

神戸大学大船渡支援プロジェクト実行委員会

＜ B コース ：ユースが主体で活動するNPO等が取り組む活動・調査研究 ＞
プ ロジェクト 名

団体名

1

小中高生の夢を育む山田町学習支援

一般社団法人 SAVE IWATE

2

大槌町こども議会設立運営プロジェクト

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

宮城学院女子大学リエゾン・アクション・センター

4

石巻観光復興ユースチャレンジ事業

特定非営利活動法人 DoTank みやぎ地域政策研究行動会議

5

TEENS Global Cafe in Tohoku

特定非営利活動法人キッズドア

6

思春期ピアカウンセラーによる被災県若者ピアキャラバン・プロジェクト

日本ピアカウンセリング・ピアエデュケーション研究会

コミュニティスペースからの復興人材育成事業

ソーシャルネットワーキングカフェぴーなっつ

7
8

「ひと・つながる」
復興支援調査・交流推進プロジェクト

特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ

9

被災地の仕事づくりを加速させる若者の力による復興支援グッズの
販路拡大と新製品の開発プロジェクト

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

10

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」

明治学院大学ボランティアセンター

11

震災を経験した東北・関西の大学生による岩手県佂石市のコミュニ
ティ活性化支援プロジェクト

一般財団法人ダイバーシティ研究所

12

ニーズマッチプロジェクト〜愛知県15大学の大学生による福島っ子
支援のあり方調査〜

東日本大震災復興支援団体愛チカラ

