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多摩ボランティア・市民活動支援センター（通称「多摩ボラセン」）
ＴＥＬ ０４２－３７３－６６１１

ＦＡＸ ０４２－３７３－６６２９

http://www.tamavc.jp

ボラセンＨＰ用ＱＲコード

体験期間：７月２１日(日)～８月 31 日(土)
申込期間：１次募集６月２０日(木)～７月 3 日(水)
２次募集７月 2３日(火)～7 月 31 日(水)
●対

象

●参 加 費

小学生～社会人 ※親子での参加、シニアの方も歓迎！
３００円

(ボランティア保険料)

※ボランティア保険加入済の方は無料
●活動場所

申込み方法や申込受
付会場は 2 面をお読
みください。

高齢者や障がい者の施設、保育園や学童クラブ・児童館、
ボランティア団体やコミュニティセンターなど

●活動内容

話し相手、レクリエーションの補助、保育の補助、
児童の見守り、夏祭りなどのイベントの手伝い、など

タマボラ君

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆「夏のボランティア体験２０１９」申込方法……………２面
◆ボランティアさん、出番です！……………………………３面
◆パソコン相談会のご案内……………………………………４面
◆広告の掲載を募集しています！……………………………５面
◆地域の情報と催事……………………………………………５面
◆助成金情報……………………………………………………６面

LINE STOREから→
購入できます
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令和元年６月６日(２)

「夏のボランティア体験 2019」申込方法はコチラ
(1)自分の活動したい活動先・スケジュールをメニュー一覧表から選ぶ
(2)所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて必ずご本人が窓口に提出
窓口は①多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口(ヴィータ 7 階)
②出張窓口相談日(開催場所は下欄)
(3)窓口でご本人と直接スケジュール確認・申込み受付
(4)ボランティア体験スタート!
※申込用紙や活動施設、体験内容が記載されたメニュー表は、６月中旬より窓口配布および多摩ボラセン
ホームページ(http://www.tamavc.jp)からダウンロードできます
時間は 15 時から 17 時。
大栗川かるがも館のみ、14 時
から 16 時 30 分です。

夏のボランティア体験 2019
出張受付会場
場

開催日

所
場

開催日

６月２1 日(金)

貝取こぶし館

６月２4 日(月)

トムハウス

６月２8 日(金)

ひじり館

６月２5 日(火)

大栗川かるがも館

７月 1 日(月)

永山公民館

６月２６日(水)

愛宕かえで館

７月 2 日(火)

唐木田菖蒲館

所

☆申込・問合せ☆
多摩ボランティア・市民活動支援センター

ボランティア担当 ℡０４２(３７３)６６１１

多摩市介護予防事業「にゃんとも TAMA るボランティアポイント」ご紹介
にゃんともＴＡＭＡるボランティアポイント(介護予防ボランティアポイント)とは、指定された市内の施設
などでのボランティア活動でポイントが貯まり、そのポイントに応じた交付金を受けられる取り組みです。
☟≪説明会≫実施しています！
●対象：65 歳以上で、多摩市介護保険第１号被保険者の方

問合せ、説明会申込は、
多摩ボラセンへ
☎０４２(３７３)６６１１

●持ち物：筆記用具・介護保険被保険者証
●日時：毎月第 2 木曜日の 14 時から
(６月⇒６月 13 日、７月⇒7 月 11 日)
※参加希望の方は開催日の１ヶ月前～2 日前までに
お申し込みください
●場所：多摩ボランティア・市民活動支援センター
打合せコーナー(ヴィータ 7 階)

「すぐに活動するのも不安…」
という方は、夏ボラでの体験を
おすすめします。多くの施設や
活動メニューが用意されていま
すよ！
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ボランティアさん 出番です！
～申込・問合せはお気軽に～
☎ 042-373-6611/ FAX 042-373-6629

令和元年６月６日(３)

他にも活動先がたくさんあります。
活動によっては見学や体験ができます。
詳しい説明をしますので、遠慮なくお電話く
ださい。ご相談だけでも結構です。

◎単発ボランティア募集…まずは一歩を踏み出したい方、時間が限られた方に♪
依頼先・活動場所
多摩中学校宿泊防災
N E W ! 訓練
1
場所:関戸3-19-1
(多摩市立多摩中学校)

内 容・人 数

日 時

備 考

アイマスク体験・車いす体
験の補助

6月28日(金)
18:30～21:00頃ま
で

※打合せが18:30よ
りあります。
※交通費(500円)
支給あり

若干名

◎継続ボランティア募集……長く活動をつづけたい方、特技を活かしたい方に♪
…マークはボランティアポイントも対象施設です。
依頼先・活動場所
内 容・人 数
日 時
島田療育センター
毎週木曜日
NEW!
1
場所:中沢1-31-1

NEW!

個人依頼

2 場所:南野3-15-1(二幸産
業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ)
５階水浴訓練室

多摩第一小学校放課後
子ども教室
3

車いす介助(デイケア送
16:00～17:30
迎バスを降車された利用
者を自宅へ送る。)
1～2人
水浴介助
(プール移動:車いす使用)

4
場所:連光寺1-1-1

おしゃべりノササゲの会
5 場所:永山駅近辺

東京ヴェルディ
場所:味の素スタジアム

6 京王線飛田給駅徒歩５分

※駐車場利用可
※バスには職員が添
乗しています。
※無資格OK

毎週月曜日
14:15～15:40

※交通費支払い(1回
上限500円まで)
※女性限定

６月12日
7月10日・17日
9月11日・25日
※いずれも水曜日
※14:00～15:30
主に水または木曜日

※登録により報酬有

1～2人
放課後子ども教室での将
棋の相手
2～3人

場所:関戸3-2-23

桜ヶ丘延寿ホーム

備 考

園芸ボランティア
・コスモスを種または苗
から秋まで育てます。
・施設周辺の草木の手入
れをお願いします。
パーキンソン病患者会の
活動補助
※月に3回程度。1回で
も可
若干名
東京ヴェルディホーム
ゲームでの車椅子来場者
の付添い(受付・会場案
内等)

(c)TOKYO VERDY

※月・火・金曜日
でも可
※いずれも午前中
①6月17日(月)
②6月29日(土)
12:45～15:00
※12:45に３Ｆ公民
館受付前に集合
①７月６日(土)
1５:10集合
②7月27日(土)
1５:10集合

※利用者と一緒に育
ててくれる方
※月１回でも可

①ベルブ永山第1音
楽室
②ベルブ永山講座室
※交通費支給
※交通費一律千円
及び弁当の支給有
※障がい者に理解が
ありサッカー観戦
の好きな方
※活動時間6時間
程度
※高校生以上
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①小・中学生の宿題の手
伝いや学習支援
②だれでも食堂のお手伝
い
③不登校生徒との活動
何人でも

令和元年6月6日(4)

①火～金
15:00～19:00
②第3金曜日(午前ま
たは午後)
③応相談

※学生さん歓迎！
※時間、曜日応相談
※是非ご見学にいら
して下さい

集

団 体 名
スペース・ひなた
精神障がい者支援
ボランティアグループ
です。

日時・会場

費

６月12日・19日・７月３日
各水曜日10:00～12:30
関・一つむぎ館(健康センター3階)
※第1･2･3水曜日(祝祭日は休み)

100円
(お茶代)

多摩ボラセン
☎373-6611

交通費
お弁当

斉藤
☎371-1768

多摩市視覚障害者福祉協会
「歩こう会」
6月26日(水)10:00～15:00
視覚障がい者の方とボランティア
集合・解散：永山交番前
が、一緒に歩行介助を学びながら歩 行き先：浄慶寺
きます。

用

問合せ先

パソコン相談 ～トラブル相談・ティーチャー～
（★印は障がい者向けパソコン相談会）
会場：多摩ボランティア・市民活動支援センター(ヴィータ・コミューネ7階)
パソコンでお困りの方、お気軽にご相談ください。無料でご相談に応じます。
相談時間はおひとり30分間です。
※予約制ではありません。下記時間内にご自由にご来所ください。
◆印はｉPad・パソコン相談会です。
★印は障がい者向けパソコン相談会です。
お申込みは、多摩市社会福祉協議会 法人管理課 センター係
℡042-356-0307まで。
PCティーチャー（Word,Excelなど）
7

金

11

火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

13

木

１3：００～１5：００

14

金

６
18
月

火

21

金

25

火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

27

木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

28

金

１４：００～１６：００

シニアＩＴクラブ

2

火

3

水

７
月

パソコンボランティア
多摩

PCトラブル(ソフトのインストール、トラブルやハード面)

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

夢のマネジメント社
多摩生活サポートセンター

シニアＩＴクラブ
夢のマネジメント社
１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１３：００～１５：００

パソコンボランティア
多摩

シニアＩＴクラブ

多摩生活サポートセンター
夢のマネジメント社
多摩生活サポートセンター

１０：３０～１２：００
夢のマネジメント社
１３：００～１４：３０
１０：３０～１２：００
多摩生活サポートセンター
１３：００～１４：３０
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令和元年６月６日(５)

ボランティア通信&多摩ボラセンホームページに広告を掲載しませんか？
多摩ボラセンでは、ボランティア通信(毎月１回:2,500 部発行。メルマガで
も配信)やＨＰ(アクセス数:月平均約 1,450 件)上に掲載する、地域の企業や店
広告掲載のメリットは？

舗など、事業主の方々からの有料広告を募集しています！
申込方法等、広告掲載の詳細は、多摩ボラセンホームページをご覧ください！

が可能！

地域の皆様への PR に、ぜひ積極的にご活用ください！

◆広告掲載の規格
V
通
信

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※「会員」とは多摩社協団体会員または特別会員

面・コマ数

サイズ

掲載料(会員)

１面・１コマ

縦 5.3×横 5.9 ㎝

5,000 円

最終面・１コマ

縦 5.3×横 5.9 ㎝

2,500 円

階 層
トップ
ページ

規格及び仕様
・規格；縦 42×横 188 ピクセル
・データ形式/容量；GIF/25 ㎅以下

☆地域に密着した PR
☆社会貢献推進企業
としてのイメージ
アップ！

掲載期間

掲載料(会員)

６ヶ月

10,000 円

１２ヶ月

18,000 円

地域の情報と催事
◆東京都立多摩桜の丘学園

「学校公開」・「夏まつり」のご案内

●日程：①「学校公開」 6月27日(木)9:30～12:15
※同校の教育活動について広く地域の方々に知っていただくための、施設や授業の見学の機会
にしています
②「第３5回桜の丘夏まつり」 ７月２0日(土)13:00～16:00
※地域住民との協力関係を深め、障がい者に対する理解を広めたいと思っています
●場所：多摩市聖ヶ丘1-17-1
●対象：どなたでも見学、参加することができます。
※事前申込不要。当日直接会場までお越しください(車での来訪の場合は事前に要連絡)。
●問合せ先: ☎042-374-8111 ＦＡＸ042-372-9480 担当：副校長 福元、教育支援部 植草

◆障がい者スポーツ体験教室
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、大注目の障がい者スポーツをみんなで楽しみましょう！
障がいのある方もない方も、どなたでもご参加いただけます。
●会場：多摩市立総合体育館(多摩市東寺方588-1)
●日程：6月18日(火)シッティングバレー＆風船バレー、7月 2日(火)サウンドテーブルテニス、
7月23日(火)チアダンス、8月20日(火)ボッチャ
※時間は全て14時から16時
※上記以降も様々な企画があります
●対象：小学生以上の市内在住・在勤・在学者
※事前申込不要。当日直接会場までお越しください
(公共交通機関をご利用ください)
●問合せ先：多摩市役所くらしと文化部スポーツ振興課 スポーツ振興担当
電話 042-338-6954 Fax 042-371-3711
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令和元年６月 6 日(６)

６月・７月の出張相談 ※定例の出張相談を開催中(月１回)
・日時： ６月 27 日(木)、７月 25 日(木) 11:30 ～ 13:30
・場所：二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ(総合福祉センター)
６階老人福祉センターラウンジ

助 成 金 情 報 ※詳細・申請書は主催団体の HP にてご確認ください！
◆第39回緑の都市賞 募集案内
樹木や花・水辺など「みどり」を用いた環境の改
善や青少年育成などの取り組みに対して顕彰する

◆公益財団法人太陽生命厚生財団
2019年度社会福祉助成事業
生活福祉分野で地域に根ざし、地道な活動を行っ

もので、ボランティアを基本とした活動で、地域の

ているボランティアグループ等が実施する事業に

社会や環境に貢献するものを対象としています。

助成活動を行っています。

●申込締切り：6月30日(日)消印有効

●申込締切り：６月30日(日)必着

●問合せ先：

※応募方法は郵送のみ

公益財団法人 都市緑化機構「緑の都市賞」事務局

●問合せ先：

電話03-5216-7191 Fax 03-5216-7195

公益財団法人太陽生命厚生財団 事務局

E-mail midori.info@urbangreen.or.jp

電話・Fax

ホームページ https://urbangreen.or.jp/

ホームページhttp://www.taiyolife-zaidan.or.jp/

03-6674-1217

多摩ボラセンより
●登録団体からのメッセージコーナーにご注目！
多摩ボランティア・市民活動支援センターの入口左側に、登録団体の方々がメッセージ各種を掲示してい
ます。お仲間募集や活動紹介など、手作りメッセージが皆様のお越しをお待ちしております。

タマボラ君

♪多摩ボランティア・市民活動支援センター
月～金９:00～19:00
土曜日、第１・３日曜日 9:00～17:00
※第１・３月曜日、第２・４・5 日曜日、祝日、年末年始を除く
〒206-0011 多摩市関戸４-７２ ヴィータ・コミューネ７階
(京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」下車 徒歩２分)
☎ 042-373-6611 FAX 042-373-6629

