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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」)
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ＦＡＸ ０４２－３７３－６６２９

http://www.tamavc.jp

ボラセンＨＰ用ＱＲコード

多摩ボラセンでは、多摩市内で子ども食堂等「食」を通して居場所や学習支援
の活動を行う団体に対し支援金を交付します。

タマボラ君

●支援対象団体
(1)多摩市内で子ども食堂・誰でも食堂を運営している団体 ※上記団体以外も申請できます
(2)地域住民主体で運営され、営利を目的としない団体で、代表者、活動者の体制が整っていること。
(3)概ね月１回以上活動を実施し、自立的、継続的に活動できる見込みがあること。
(4)原則として参加する子どもが１回５人以上 など ※詳細は下記ホームページから
●支援金額 20,000 円(支援金の申請は、１団体、１年度内に１回)
●申込
所定申請書に下記を添付し多摩ボラセンへお持ちください(郵送可)。
募集案内・所定申請書・要綱等はホームページ(http://www.tamavc.jp/)から入手できます。
①団体の会則・規約 ②団体の概要が分かる書類 ③活動内容がわかるチラシ等の参考書類
●提出期限・問合せ 8 月 23 日(金)多摩ボラセンまで(郵送の場合も 23 日必着)※ＦＡＸ不可
住所：〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-72 ヴィータ・コミューネ 7 階
多摩ボランティア・市民活動支援センター TEL 042-373-6611

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆ボランティアさん、出番です！……………………………２面
◆パソコン相談会のご案内……………………………………３面
◆多摩中学校 2 年生の職場体験………………………………４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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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７月４日(２)

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
多摩市総合防災訓練
NEW!

(多摩市防災安全課・福祉
総務課)
場所:
1
①多摩市立総合体育館
東寺方588-1
②多摩中学校
関戸3-19-1

内 容・人 数
①総合防災訓練での物資
仕分け
10人
②避難行動要支援者(高
齢者他)の安否確認(詳
細は備考欄)
4人

日 時
8月31日(土)
①13:00～15:00
②13:40～17:00

備 考
①物資に重量がある
ので、体力に自身
がある方
②自宅から避難所ま
での支援、帰宅の
支援、会場内を見
学する場合の支援
など

◎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♪
依頼先・活動場所
ＮＰＯ法人プレイルーム
ゆづり葉の家
1 子どもクラブ
N E W ! 場所:永山4-2-4-106
(永山商店街)

島田療育センター
2
場所:中沢1-31-1

おしゃべりノササゲの会
3
場所:ベルブ永山または南多
摩保健所

東京ヴェルディ
4

場所:味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分

内 容・人 数

日 時

車いす介助(デイケア送
迎バスを降車された利用
者を自宅へ送る)。
1～2人
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

毎週木曜日
16:00～17:30

①7月8日(月)
13:00～15:30
②7月22日(月)
③7月27日(土)
②③12:45～15:30
※12:45に３Ｆ公民
若干名
館受付前に集合
東京ヴェルディホーム
①7月27日(土)
ゲームでの車椅子来場者 ②8月11日(日)
の付添い(受付・会場案 ③8月1８日(日)
内等)
④9月8日(日)
※集合時間はいずれ
も15:10
(c)TOKYO VERDY

個人依頼
５

場所:二幸産業・ＮＳＰ健幸
福祉プラザ５階水浴訓練
室
南野3-15-1

備 考

※謝礼あり
知的障がいの子どもを対 毎週水曜日
16:15～16:45
象に(小学生～高校生)
放課後等デイサービスで ※春・夏・冬の長期
のストレッチやダンスな 休みの間は15:15～
15:45
ど体を動かす指導
若干名

水浴介助
(プール移動:車いす使用)
1～2人

毎週月曜日
14:15～15:40

※駐車場利用可
※バスには職員が添
乗しています。
※無資格OK
①南多摩保健所
講座室
②ベルブ永山第1
音楽室
③ベルブ永山和室
◎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
※大学生以上
※交通費支払い(1回
上限500円まで)
※女性限定
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令和元年7月4日(3)

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

7月10日・17日・8月7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」
7月24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：国立天文台
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）
5

金

9

火

11 木

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～
１3：００～１5：００

PCトラブル(ソフトのインストール、トラブルやハード面)

夢のマネジメント社
１０：３０～１２：００
パソコンボランティア １３：００～１４：３０
多摩生活サポートセンター
多摩
シニアＩＴクラブ

12 金

夢のマネジメント社

7
16 火
月

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

19 金

8
月

23 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

25 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

26 金

１４：００～１６：００

シニアＩＴクラブ

2

金

パソコンボランティア
多摩

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
夢のマネジメント社
１３：００～１４：３０
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令和元年７月４日(４)

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
●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(７月⇒7 月 11 日、８月⇒８月８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)

ボランティアポイント
対象施設で、夏祭りの
お手伝いボラを募集中！

★和光園ケアセンター
屋台の運営(屋台メニューが楽しめます！)、
準備・片づけ、他
➢ 日時：８月８日(木)13:30～16:30
➢ 持ち物他：動きやすい服装、飲み物
➢ 住所：和田 1532

問合せ・説明会や活動の申込は、
多摩ボラセンへ ☎(３７３)６６１１

★まどか永山
会場設営やイベントの参加、他
➢ 日時：8 月 18 日(日)13:00～16:00
➢ 持ち物他：動きやすい服装
➢ 住所：馬引沢 1-2-7

多摩市社協では、東京都・多摩市合同総合防災訓練に合わせて、「災害ボランティアセンターミニ体
験」と、「防災まち歩き」を行います。「災害時に○○はどうなるの？」「役に立つ施設や場所って？」
など災害時の疑問点を楽しみながら一緒に考えませんか。親子での参加も大歓迎です！
日
時…９月１日(日)午前９時～午後１２時３０分
集合場所…二幸産業・NSP 健康福祉プラザ７階研修室
対
象…どなたでも
定
員…３０人程度
内
容…災害ボランティアセンターミニ体験の後、鶴牧・落合地区の避難所・防災設備等を巡り
総合防災訓練会場(多摩センター周辺)へ向けて、まち歩き。
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 TEL(３７３)６６１１

今年度も 6 月 4 日(火)から 7 日(金)の 4 日間、市立多摩中学校 2 年生の吉田さんと五十嵐さんが、
多摩ボラセンで職場体験をされました。4 日間の職場体験についてお二人より、感想をいただきました。

★吉田

愛美さん

初めは緊張し、上手く仕事ができるか不安でしたが、職場
の方が優しく教えてくれたおかげで、安心して仕事ができま
した。4 日間ありがとうございました。
受付け事務と、センター内の
飾りつけ作業を行う様子。

★五十嵐
五十嵐さん(左)、吉田さん(右)
4 日間お疲れさまでした！

菜月さん

最初はちゃんとできるか心配で緊張していたけど、いろんな人
と挨拶や話をして、だんだん緊張がとけてきて、とても楽しくお
仕事ができました。4 日間ありがとうございました。

～生きる喜び広げよう

第３６３号

心の絆深めよう～

令和元年 7 月４日(５)

7 月・８月の出張相談 ※定例の出張相談を開催中(月１回)
日時：７月 25 日(木)、8 月 22 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

地域の情報と催し ①

★費用の記載のないものは参加費無料

◆「ふれあい・いきいきサロン」の説明会を開催します！
地域の誰もが気軽に立ち寄れる仲間づくりと出会いの場です。市内にお住まいでサロンを初めて
みたい方、サロン活動に興味・関心のある方、是非ご参加ください。
日時：7月31日(水) 10:00～11:30
場所：関戸公民館(ヴィータ・コミューネ)8階第2学習室
内容：サロンの始め方、サロン活動の体験談等
定員：20名程度(申込み先着順)
申込・問合せ：多摩市社会福祉協議会 まちづくり推進担当 ☎042-373-5616

◆

夏休み手話教室

～全３回～

初めての方でも大丈夫。みんなで手話を覚えましょう！おひとりで、お友達と、親子で、
どなたでも参加できます。
日時：８月6日(火)～８月８日(木)10:00～12:00
場所：多摩ボランティア・市民活動支援センター永山分室
多摩市永山３－９(東永山複合施設 B棟１階)
対象：小学生以上(大人の方も参加できます)
定員：30人(申込み先着順)
費用：保険代1人90円(任意)
主催：多摩市手話サークル「クローバー」(多摩ボラセン登録団体)
協力：多摩市聴覚障害者協会
申込：７月８日(月)から開始
問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター
☎042-373-6611
FAX042-373-6629

◆

多摩市生活サポーター養成講座

地域の方が、住み慣れた場所で自立して暮らしていくために一緒に生活をサポートする活動の
養成講座の参加者を募集します。

○事前説明会
日時：8月3日(土)10:00～11:00
場所：グリナード永山5階グリナード1号ホール(多摩市永山１－４)
※直接会場へお越しください。

○養成講座
日時：8月23日(金)・24日(土)10：30～16：30
※必ず2日間受講してください。
場所：グリナード永山５階 グリナード1号ホール(多摩市永山１－４)
申込：電話にてお申込みください。
申込期間：8月5日(月)～8月16日(金)まで
最小催行人数：10人
問合せ：一般社団法人多摩マイライフ包括支援協議会
☎070-5581-2848
Mail：mylifetamacity@gmail.com
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令和元年 7 月 4 日(６)

★費用の記載のないものは参加費無料

◆世代間交流イベント参加者募集
陶芸・バルーンの作品づくりを通して世代間の交流をします。是非ご参加ください。

① 陶芸
「小人の家プランターをつくろう」
日時：7月29日(月)・8月5日(月)・19日(月)10:00～12:00
場所：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ２階陶芸室

持物：筆記用具・エプロン

対象：60歳以上の方・小学校3～6年生 定員：大人・子ども各５人(申込先着順)

② バルーンアート
「みんなでタワーをつくろう」
日時：8月22日(木)10：00～12：00
場所：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ6階集会室

●持ち物：筆記用具・上履き

対象：60歳以上の方・小学生 定員：大人・子ども各10人(申込み先着順)
申込：①陶芸・②バルーンアート共に7月16日(火)より二幸産業・NSP健幸福祉プラザ3階窓口または電話
問合せ：多摩市社会福祉協議会 法人管理課 センター係
☎042-356-0307
FAX042-356-1155
※日曜日・第2土曜日・祝日を除く8:30～17:00

◆にじいろの会 第７回 学習会 参加者募集
「健幸な“まち”とは？」歳をとっても住み慣れた街で幸せに暮らしていける多摩市であるために
出前出張ミニ講座を開催します。是非一緒に話し合ってみませんか？
日時：7 月 19 日(金)13:30～15:00
場所：ベルブ永山 4 階視聴覚室
講師：多摩市健幸まちづくり政策監 倉吉紘子氏
定員：40 名
申込・問合せ：多摩市社会福祉協議会 多摩ボランティア・市民活動支援センター
☎042－373－6611
主催：にじいろの会(多摩ボラセン登録団体)
多摩市社会福祉協議会 多摩ボランティア・市民活動支援センター

多摩ボラセンより
○佐京あき子(退職)
皆様からたくさんのことを教えて頂いた 2 年半、たいへんお世話になりました。ありがとうござい
ました。
〇毛利律子(入職)
皆様とこれから楽しくボランティアにかかわっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
♪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)
タマボラ君
☎ 042-373-6611 FAX 042-373-6629

