２０１４年７月 1 日

関

係 各 位

特定非営利活動法人いわて GINGA-NET
代 表 八重樫 綾 子
（公印省略）

いわて GINGA-NET プロジェクト 夏銀河 2014 のご案内
時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃より本会の事業につきましては、格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、４年目となる「いわて GINGA-NET プロジェクト 夏銀河 2014」を開催することと
なりました。いわて GINGA-NET プロジェクトは、学生ボランティアによる岩手県被災地での復興支
援プロジェクトであり 2011 年夏スタートいたしました。
これまでのべ 1 万 5000 人以上が全国から参画し、昨年度までは応急仮設住宅を中心としたコミュ
ニティ支援などを行っておりましたが、従来の復興支援活動の他、本年度のテーマを「岩手の魅力」
とし、新たに大きく４つの活動を実施いたします。
つきましては、
今年度も別紙要項のとおり開催いたしますので、時節柄ご多忙のことと思いますが、
お誘いあわせの上、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

[お問い合わせ先]
いわてＧＩＮＧＡ-ＮＥＴ「夏銀河 2014」事務局
特定非営利活動法人いわて GINGA-NET（担当：八重樫）
〒020-0063 岩手県盛岡市材木町 4-29
TEL：080-6076-3580
URL : http://www.iwateginga.net
E-mail：contact@iwateginga.net

いわて GINGA-NET プロジェクト夏銀河 201４ 開催要項
１．活動期間

8 月 13 日（水）～９月 22 日（月）の全３期で開催いたします。
【第 1 期】 8 月１３日（水）～ 8 月２５日（月） 12 泊 13 日
【第 2 期】 8 月２７日（水）～ 9 月０８日（月） 12 泊 13 日
【第 3 期】 9 月１０日（水）～ 9 月２２日（月） 12 泊 13 日

２．活動地域

岩手県沿岸部（釜石市、大槌町、大船渡市、陸前高田市 他）

３．宿泊場所

五葉地区公民館（岩手県気仙郡住田町上有住字中埣 63）

４．主な活動

本年度のプロジェクトは、
「岩手の魅力」をテーマに４つの活動を実施します。
１）マチの復興を描く活動（地域の魅力を知る、沿岸商店街との協働企画、漁業支援等）
２）子どもの夢を応援する活動（遊び企画、小中学生等を対象とした学習支援等）
３）復興支援活動（仮設住宅団地でのお茶っこサロン、自治会イベント支援等）
４）仲間に出会う活動（岩手県の学生との交流、ネットワークづくり）

５．参加対象

下記の全ての条件を満たす方
１）全国の大学生、大学院生、専門学校生
２）心身ともに健康で体力面での不安がない方
３）自発的な意志と責任で活動に主体的に参加できる方
４）チームワークを大切にし、コミュニケーションを楽しくとれる方

６．募集人数

６０名（各期２０名×３期）

７．申込方法

個人と団体（参加者 5 名以上の学校、社協、サークル等）での申込方法があります。
※団体申込の場合は人数調整がありますので、事前に事務局までお問い合わせください。

（１）個人でのお申込み：ホームページのエントリーフォームからお申込みください。
（２）団体でのお申込み：ホームページ掲載の下記、団体申込書一式に記入し事務局に送信ください。
①団体エントリーシート：7 月 21 日（月）18：00 までに必着
②参加費の支払い

：8 月 06 日（水）までに郵便振替口座へ入金

③団体用参加名簿シート：8 月 06 日（水）18：00 までに必着
④参加承諾書シート

：現地受付時に提出

※①と②はメールにて（contact@iwateginga.net）送信してください。
８．申込期日

個人・団体共に ２０１４年７月２１日（月）１８：００まで

９．参 加 費

２０，０００円（内訳：参加者負担金 18,000 円＋法人賛助会費 2,000 円）
※いわて GINGA-NET プロジェクトより賛助会員のご協力をお願いしています。
詳しくは下記「賛助会員ご協力のお願い」をご覧ください。
※既に法人正会員、賛助会員の方は、
「参加費 18,000 円」になりますが、昨年度
以前に入会の方も 2014 年度会費が必要になりますのでご了承ください。
※送迎車輛をご利用の方については「交通アクセスと宿泊拠点」をご覧下さい。

10．キ ャ ン セ ル

ご入金後のキャンセルに伴う返金は一切受け付けておりません。ご了承ください。

11．支払方法

申込期間終了後（7 月下旬予定）に参加費振込口座（郵便振替口座）を記載した振込
用紙を送付いたします。お近くの郵便局にて８月６日（水）までにお支払いください。
※団体申込みにはお知らせのほか、請求書を同封させていただきます。

12．ボランティア保険 １）平成 26 年度「ボランティア活動保険」に加入していない場合は、本プロジェク
トには参加できません。必ずプロジェクト参加前に、参加者が居住している区市
町村の社会福祉協議会で活動保険に加入し、
「ボランティア活動保険加入証」若し
くは、
「領収書」を持参してください。当日、受付にて確認いたします。
２）詳しい保険内容については「ふくしの保険ホームページ」をご覧ください。
３）当法人では「天災タイプＡ：４６０円」以上の保険加入をお勧めしています。
４）所属学校の「学生保険」とは別に「ボランティア活動保険」の加入が必要です。
13．そ の 他 スケジュールや持ち物、活動にあたる注意事項等についてホームページに掲載して
おります。事前に目を通してくださいますようお願いいたします。また、追加のお知
らせなどもホームページ上で随時更新しております。
（http://www.iwateginga.net）
14．お問い合わせ

ご不明な点がありましたら、まず開催要項・ホームページ FQA を必ずご確認くださ
い。その他、プロジェクトに関するお問い合わせは電話では受けつけておりません。
必ずメールでご連絡ください。内容によっては、お電話にてお返事いたしますので、
お問合せの際には(1)お名前、(2)お電話番号 、(3)お問合せ内容、をご記入ください。
＜申 込 先＞
特定非営利活動法人いわて GINGA-NET（担当：八重樫）
〒020-0063 岩手県盛岡市材木町 4-29
TEL：080-6076-3580 E-mail：contact@iwateginga.net

※いわて GINGA-NET プロジェクト 2014 は「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム
2014」の活動助成並びに「岩手県立大学 大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事
業」の事業委託を受けて実施しております。

～特定非営利活動法人いわて GINGA-NET より賛助会員ご協力のお願い～
特定非営利活動法人いわて GINGA-NET は、共に支え合う社会を築くため、
身近な地域に目を向け、
主体的に活動できる若者を育成することを目的に設立された「特定非営利活動法人」です。
いわて GINGA-NET プロジェクトを実施して４年目。全国の若者と共に被災地域を、岩手県を応援
していただきましたこと大変嬉しく思います。今後も「いわて GINGA-NET プロジェクト」をより発
展的に展開していくためには、皆様の応援が必要になります。今回、皆様からの継続的な支援を「賛
助会員」という立場で、ご支援・ご協力をいただきたく「賛助会費」をお願いさせていただくことに
なりました。
参加される皆様には大変ご負担をおかけしますが、宜しくご協力の程、お願いいたします。なお、
賛助会員の特典としまして、今年度下記のサービスをご提供させていただきます。賛助会員の詳しい
内容は法人ホームページ「参加と支援」メニューをご覧ください。（http://www.iwateginga.net）
[注：会員期間は毎年度 4 月 1 日～3 月 31 日となります。会員継続には毎年度会費が発生いたします]
★銀河通信の郵送：法人の事業に関するご報告等を掲載した広報誌です。年３回発行予定。
★メールマガジン：法人の事業に関する情報をお届けするメルマガです。
★各種研修の割引：法人が実施する研修会費の割引、さらに刊行物の無料配布も行います。

【活動スケジュール】（予定）
日 程

内

容

01 日目（水） 13 時集合

現地到着後、オリエンテーション

02 日目（木）
、03 日目（金）

フィールドワーク（地域やヒトとの出会い）

04 日目（土）～06 日目（月） 活動日（３日間）
07 日目（火）

中間ふりかえり

08 日目（水）

フリータイム（グループ単位でプランを立てて行動します）

09 日目（木）～ 11 日目（土） 活動日（３日間）
12 日目（日）

ふりかえり

13 日目（月） 11 時解散

修了式後、出発
※詳しいスケジュールは決定次第、参加者あてにお知らせします。

【交通アクセスと宿泊拠点】
宿泊拠点：五葉地区公民館（〒029-2501 岩手県気仙郡住田町上有住字中埣６３）
＜宿泊拠点情報＞
・宿泊拠点の近隣に商店等はありません。
＜食事について＞
・食事は 3 食とも各自調達になります。
・スーパー等で食材を仕入れ、宿泊拠点で簡単な
調理も可能です。（キッチン利用ルールあり）
・夏季期間中のため、食中毒防止対策から、
生ものや腐敗しやすい食材の購入は禁止いたします。
＜入浴について＞
・拠点近隣の入浴施設を利用します。
・拠点には入浴設備等がありません。
＜携帯電話について＞
・ソフトバンク、ウィルコムはエリア外。
（１）銀河ライナー（送迎車輛）の利用
内

容：
「上有住駅」から「宿泊拠点」まで送迎車輛を運行します。定員制のため利用には事前申込
が必要です。釜石駅、盛岡駅等への送迎は行っておりません。利用料は無料になります。

時

間：往路（水曜日）⇒

上有住駅発 １１：４５ ⇒ １２：００ 宿泊拠点着

※JR 釜石線(釜石行)上有住駅で下車してください（花巻駅発 09:57-11:27 上有住駅着)
復路（月曜日）⇒

宿泊拠点発 １２：００ ⇒ １２：１５ 上有住駅着

※JR 釜石線(花巻行)上有住駅にて乗車ください（上有住駅発 12:37-14:06 花巻駅着）
（２）大学や団体でバスを準備される場合
各地から送迎バスを準備される場合は、別途事務局へご連絡ください。滞在中の拠点⇔活動先への
移動（現地巡回バス）はすべてこちらで準備いたします。
（３）その他
宿泊拠点まで直接お越しください。ご自身の移動に関する事故等には一切の責任を負いかねます。

