地域でつながるワカモノ×NPO
インターンシッププログラム 2017

参加団体募集要項
申込締切：2017

(１)

年 5 月 21 日（日）まで

プログラム概要と目的

一般的に「インターンシップ」とは、一定期間、組織の中で研修生として活動に参加し、就業体験を行う
制度です。
本プログラムは、参加を希望するワカモノ(※1)が、NPO 等において約半年間、継続的に「団体の一員」
として責任を持って活動に参加することにより、将来地域で行う公益的市民活動を担う人材が育成される
こと、そして地域の NPO 等における組織基盤の強化が進むことを期待しています。
(※1)ここでいう「ワカモノ」とは、高校生から大学院生(30 歳未満)までの学生を指します。

(２)

プログラムの 2 つの特徴
1.高校生の参加

2.参加団体への報奨金を導入

ワカモノが将来や進路について考える時期に

受入にかかる経費等として、ワカモノへの活

市民活動を「経験する」ことで後々の選択の幅

動奨励金と同額を受入報奨金としてお支払いし

に大きな違いがあり、社会人になった後の市民

ます。

活動への関心や地域づくりにも大きく影響しま

活動 1 時間につき 400 円、最大 200 時間 8

す。

万円(高校生は最大 100 時間 4 万円)までとなり

インターン活動に親しみがある大学生などの

ます。

ワカモノの参加はもちろんのこと、将来への種
まきは早い時期に行う必要があると考え、高校
生が参加しやすい「高校生コース」を用意して
います。
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(３)

参加団体のメリット

1. 受入担当者のスキルアップに！

受入担当者を対象とした「受入担当者座談会」を開催します。担当者同士の交流・情報交換等によりスキル
アップが期待できます。ワカモノを受入していない団体も、ぜひご参加下さい。

2. 新規メンバー獲得のチャンス！
ワカモノが参加団体の社会的使命に共感し、新規メンバーや会員の獲得に結びつく可能性があります！

3. 組織の活性化につながる！
外からメンバーが入ることにより、斬新な意見や新たな視点を団体の活動に取り入れることができ、組織の
活性化につながります！

(４)

参加団体の募集概要と申込方法

募 集 数：10 団体程度

※ワカモノは 10 名程度を予定しています。

申込締切：2017 年 5 月 21 日（日）
活動期間：2017 年 6 月 25 日（日）から 2018 年 1 月 8 日（月・祝日）まで（約半年間）
活動時間：
【大学生～】1 人当り 120～200 時間（奨励金は 200 時間上限）
【高 校 生】1 人当り

80～100 時間（奨励金は 100 時間上限）

報奨金：活動 1 時間あたり 400 円（上限あり）
申込方法：①下記 URL（又は右記の QR コード）の WEB フォームより入力

http://f-npon.jp/wkmn-npo2017sankadantai
②エントリーシートに必要事項を記入し、E メール、郵送、来館（※2）
、FAX にて申し込む
（※2）藤沢市市民活動推進センター（神奈川県藤沢市藤沢 1031 小島ビル 2F／藤沢駅北口から徒歩 8 分）

写真
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(５)

応募条件

下記の条件をすべて満たすこととします。

●「特定非営利活動法人、公益法人など、法人格を有する団体」
、もしくは、
「原則として 2 年以上活動実績があ
る、公益的な活動を行っている非営利団体」であること。
●インターン受入担当者を置いていること。(団体代表の兼任は原則不可)
●実施期間（2017 年 6 月 25 日（日）～2018 年 1 月 8 日（月））に、神奈川県内の活動(※3)について、ワカ
モノ 1 人あたり左記 2 ページ(4)の時間数で実施できること。

(※3)主眼に置いている活動が神奈川県内で実施することが条件です。活動拠点が神奈川県外でも構いません。
●ワカモノと相談しながらインターン活動プログラムを作成し、実行できること。
●ワカモノ、受入担当者、参加団体の成長に意欲があり、「NPO 等へのインターン活動をより良くしていく」こ
とを目指していること。

(６)

スケジュール（※予定につき変更する場合があります。）
参加団体

2017 年

共通

ワカモノ

募集開始

4月
5月

【21(日)】申込締切

6月

【30(金)】活動計画と活動目標
の提出

【31(水)】申込締切
【～18(日)】マッチング

【24(土)】オリエンテーション

【25(日)】インターン開始

7月

(高校生)事前研修
(ワカモノ)定例会

8月

活動訪問

9月

(ワカモノ)定例会

10 月
11 月

(ワカモノ)定例会

★【15(日)午後】中間発表会
★【18(土)10~12 時】

(ワカモノ)定例会

第 1 回受入担当者座談会
12 月

(ワカモノ)定例会
(高校生)事後研修

2018 年

【8(月)】インターン終了

1月
2月

(ワカモノ)定例会
成果発表会準備

★【10(土) 10~12 時】

★【18(日)午後】成果発表会

第 2 回受入担当者座談会

【11(日)】成果発表会
リハーサル

●ワカモノ・高校生を受入された団体の受入担当者は、★マークがついている受入担当者座談会、中間発表会、
成果発表会へのご出席および、コメント発表をお願いいたします。
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(７)

個別相談会について

●下記のとおり、本プログラムへの参加を希望される団体を対象に個別相談会を開催します。
●ご不明な点やご要望など、相談会にてお受けいたしますので、ご希望者はご予約をお願いします。
【日時】

～2017 年 5 月 20 日(土)

【場所】

藤沢市市民活動推進センター
（神奈川県藤沢市藤沢 1031 小島ビル 2 階）

【所要時間】

30 分程度

【ご予約方法】 お名前、ご所属、ご希望日時の第 1 候補～
第 3 候補を事務局までご連絡ください。

(8)

注意点

●ワカモノと参加団体とのマッチングでは、1 団体 2 名を上限に、ワカモノの希望を考慮しながら受入先の団体
を事務局が選定します。マッチングの結果、受入するワカモノ・高校生がいない場合もございますのでご了承
ください。
●ワカモノの受入先の団体が決定後、貴団体と事務局が書面にて申し合わせを行います。
●インターン開始から終了までの期間中、ワカモノは保険に加入(※4)します。
加入する保険は「公益財団法人スポーツ安全協会」の「スポーツ安全保険 A2 コース」です。

(※4)事務局が加入の手配をいたします。
●ワカモノに長時間、無休での業務とならないようにご注意ください。1 日 8 時間を超える活動を行う場合、途
中 1 時間以上の休憩を必ず設けてください。
●ワカモノの受入で貴団体に不都合が生じた場合、事務局では一切責任を負いません。ご了承ください。
●エントリーシートをご提出した時点で、本プログラムの趣旨に同意され、募集要項に掲載されている内容を了
解されたものとみなします。

本プログラムに関するお問合せ
認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構（旧：藤沢市市民活動推進連絡会）

（担当：永山・須永・東樹・桜井・手塚）
「地域でつながるワカモノ×NPO インターンシッププログラム」事務局

TEL/FAX：0466-53-7366（月曜日・水曜日～金曜日の 9 時～17 時）
携帯： 070-2193-4099（永山）

E メール：npoipg@f-npon.jp

URL：http://f-npon.jp/project/wakamono
住所：〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 577 番地 寿ビル 301 号室
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