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ＦＡＸ ０４２－３７３－６６２９
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ボラセンＨＰ用ＱＲコード

.

多摩ボランティア・市民活動支援センター(多摩ボラセン)では、ボランティア・
市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成金を交付しています。
今年度まだ助成金を受けていない登録団体について、申請を受け付けます。
募集要項をホームページでご確認の上、申請してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆助成対象：多摩ボラセン登録団体で、団体の会計等が円滑に行われて
いること、等
◆募集詳細：多摩ボラセンのホームページ(http://www.tamavc.jp/)
をご覧ください。申請書のダウンロード可。
◆申込・問合せ：多摩ボラセン ☎042(373)6611

≪ボランティア活動等振興助成金の概要≫
助成対象

助成上限額

1 ボランティア活動等の資質向上を図るために必要な経費

2万円

2 広く市民を対象にボランティア活動等の普及・啓発を目的に行う事業の経費

3万円

3 社会的・地域的課題解決のために行い、効果が期待できる事業の経費
4

設立２年目以内に登録団体となったものが、これから継続して行おうとする
ボランティア活動等を目的とした事業

☆ ★ 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
◆特技・芸能ボランティアのご紹介…………………………４面
◆夏のボランティア体験２０１９活動報告…………………４面
◆社会福祉協議会からのお知らせ……………………………５面
◆地域の情報と催事……………………………………………６面

10万円
5万円
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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９月５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
多摩市社会福祉協議会
N E W ! 総務係
場所:①多摩センター駅
1
②永山駅
③唐木田駅
④聖蹟桜ヶ丘駅

ＮＰＯ法人多摩市身体
N E W ! 障害者福祉協会
2
集合・解散場所:
京王永山駅
協力:男性ボランティア会議

けやき音楽祭2019
JAZZ in FUCHU実行委員会

NEW!

3

場所：京王線府中駅周辺
問合せ先：E-mail
hama7o7hama@yahoo.co.jp

内 容・人 数
赤い羽根共同募金
街頭募金活動

何名でも
・移動体験を通じて障が
い者補助の基本を学ぶ
・車いす使用者と公共交
通機関を利用して外出
する

日 時

備 考

日時等は、5面の「赤
い羽根共同募金の街
頭募金活動ご協力の
お願い」をご覧くだ
さい。
11月9日(土)
9:00～16:00(予定)
(小雨決行)
※雨天時で中止の場
合は、参加者へ事前
連絡いたします。

行先:東京都立光ヶ丘公園
①10月13日(日)10:00～17:00
・事前準備
②10月14日(月) 8:00～19:00
・ステージ・観客対応 運営
・ＭＣ(司会進行)
・物販
20人(男性10人・女性10人)

※自己負担:自宅から永
山駅までの交通費、
昼食代(昼食代補助あ
り)
※申込締切:
11月１日(金)
参加条件:
・高校生以上
・メールアドレスを
お持ちの方
事前説明会
9月28日(土)15時～
応募は左記の
ＱＲコードから

◎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
特別養護老人ホーム
秋祭りでの屋台運営・
10月6日(日)
1 和光園
ゲームのお手伝い
10:00～15:30
場所:和田1532

おしゃべりノササゲの会
2
場所:永山駅近辺

島田療育センター
3
場所:中沢1-31-1

10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
①9月 9日(月) 13:10～15:30
②9月28日(土) 12:45～15:30※
③9月30日(月) 12:45～15:30※
※12:45にベルブ永山３Ｆ公民館受付前に集合。
若干名
車いす介助(デイケア送 毎週木曜日
迎バスを降車された利用 16:00～17:30
者を自宅へ送る)。
1～2人

備 考
※動きやすい服装
※昼食は屋台の食券
をお渡しします
①南多摩保健所
講堂
②ベルブ永山３階
講座室
③ベルブ永山5階
第1音楽室
◎交通費支給
※駐車場利用可
※バスには職員が添
乗しています。
※無資格OK
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令和元年9月5日(３)

東京ヴェルディホーム
①10月5日(土)
東京ヴェルディ
ゲームでの車椅子来場者
10:10集合
場所:
の付添い(受付・会場案内
①駒沢オリンピック公園総合 等)
②10月19日(土)
運動場陸上競技場
11:10集合
4 東急田園都市線「駒沢大学」
下車徒歩15分
②味の素フィールド西が丘
埼京線「十条駅」下車
(c)TOKYO VERDY
徒歩15分

参

加

者

募

※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

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

9月11日・18日・10月2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
昼食代

斉藤
☎371-1768

多摩市視覚障害者福祉協会
9月25日(水)10:00～16:00
「歩こう会」
行き先 : 木組み博物館
視覚障がい者の方とボランティア
(新宿区西早稲田)
が、一緒に歩行介助を学びながら歩
集合・解散場所 永山交番前
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

PCティーチャー（Word,Excelなど）
6

金

10 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

12 木

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

13 金

夢のマネジメント社

9
17 火
月

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

20 金

10
月

24 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

26 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

27 金

１４：００～１６：００

シニアＩＴクラブ

1

火

2

水

まで

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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～特技・芸能ボランティアカタログ～

令和元年９月５日(４)

お抹 茶もお菓子 も美味
しかった！

『にゃんとも TAMA るボランティアポイント』の説明会(5 ページ)に
参加された水嶋さん。
「お抹茶が趣味なので、ポイントはつかなくても
よいから、ボランティアに活かせないかしら？」ということで、『きっ
ちん空』のこども食堂で、子ども達を対象にお抹茶体験会を開催しまし
た。瓜生小学校の 6 年生が参加し、
「学校で教えてもらった時よりも友
達と一緒にいろいろ教わることが出来て、楽しかった」と和気あいあい
の体験会になりました。
「何ができるか分からない」と思っている方も、
まずは多摩ボラセンへ。ボランティアコーディネーターがご相談にのります。

このカタログは、特技や芸能を活かしたボランティアさんと市内の施設や地域で活動している団体の皆
さまの出会いを作るために作成しました。もちろん！カタログに掲載しなくてもボランティア活動はでき
ます。ぜひ多摩ボラセンにご相談ください。
なお、カタログ配布先は、多摩ボラセン事務所(ヴィータ)と多摩市社会福祉協議会[二幸産業・ＮＳＰ健
幸福祉プラザ(多摩市総合福祉センター３階事務所)]です。多摩ボラセンホームページにも掲載！
ご相談・問合せ：多摩ボラセン ☎042-373-6611 FAX042-373-6629

夏のボランティア体験２０１９☆活動報告
草むしり、
がんばって
いました！

≪参加者からの感想より≫
・昨年もとても楽しく活動させていただきました。私は自分の進路の先を決めるためにボランティアをさ
せていただきました。まだ少しですが見えはじめています。将来は介護士をめざしていますが、このよ
うな施設ではたらいてみたいと思いました。(高齢者施設にて。高校生)
・視覚障がいがある方の話や点字打ちの体験など、初めて知ることばかりでとても頭が良くなった気分で
す。保育園はみんなとてもかわいかったし、呼吸チェックなどの初めて知ったこともありました。楽し
かったです。(ボランティアグループ、保育園にて。中学生)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７月 21 日から８月 31 日まで実施した「夏のボランティア体験 2019」では、446 名の方が活動し
ました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。参加者の受け入れにご協力いただきました施設や団体の皆
さま、本当にありがとうございました。参加者の感想などをまとめた報告書を作成しますので、ぜひお
読みいただければと思います。

多摩ボラセンへのご寄附について
◆ボランティア・市民活動推進のために

ありがとう

＊東京海上ビジネスサポート(株) 様

ございました。

全国百貨店共通商品券 １０万円分

より
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令和元年 9 月 5 日(５)

ＮＰＯ・ボランティア・市民活動
個別相談会 ＜参加費 無料＞

にゃんとも TAMA る
ボランティアポイント のご紹介

「ＮＰＯって何？」「もっと活動を活性化させたい」
「会計について教えて！」など、団体の運営やＮＰＯ
設立に関わる相談、アイデアをサポートします。

指定された市内の施設などでのボランティア活動

▽対象：既に活動しているＮＰＯ法人やＮＰＯ団体、
ボランティア団体、これから団体の設立を予
定している方など
▽日時：毎月第 2 水曜日(原則)
10 月 9 日、11 月 20 日
①午前 10 時～ ②午前 11 時～
※申込期限は、開催日の 7 日前まで(土日祝を除く)
▽相談員：内藤 純 さん〔公認会計士・税理士・ファ
イナンシャルプランナー(CFP)〕

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！
▽日時：毎月第 2 木曜日の午後２時から
9 月 12 日、10 月 10 日
▽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
※申込期限は、開催日の１ヶ月前～2 日前まで

会場：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)
問合せ・申込：多摩ボラセン電話０４２(３７３)６６１１ ＦＡＸ０４２（３７３）６６２９

９月・１０月の出張相談 ※定例の出張相談を開催中(月１回)
・日時： ９月 26 日(木)、10 月 24 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

◆赤い羽根共同募金

街頭募金活動ご協力のお願い

多摩市社会福祉協議会からのお知らせ

10 月１日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に行われます。募金は大規模災害発生時の災害ボラン
ティア活動支援や、多摩市内で活動している福祉団体・施設等への助成金として活用されます。下記の日程
で一緒に街頭募金活動をしていただけるボランティアを大募集しています。
▽問合せ・申込：東京都共同募金会多摩地区協力会(法人管理課 総務係 ☎042(373)5611
日にち
時間
場所
12:00～13:00
多摩センター駅
皆様の応援をお
10 月 1 日(火)
14:00～15:00
永山駅
待ちしています!
16:00～17:00
聖蹟桜ヶ丘駅
8:00～9:00
唐木田駅
10 月 3 日(木)
10:00～11:00
永山駅
ココリア多摩センター前
10 月 12 日(土)
13:30～14:30
十字路付近

◆「自治会・住宅管理組合ご近所ふくし応援助成金」第２次募集 受付中！
多摩市社協では、自治会・住宅管理組合が行う福祉活動に対し、助成金を交付しています。
▽交付対象事業および助成額
対象事業
区分 1 住民主体の継続的な福祉活動

活動助成金
50,000 円

設立助成金
50,000 円

区分 2 福祉に関する取り組みや福祉の啓発活動
20,000 円
※上記金額は上限額です。また、事業区分により交付条件が異なります。詳細は、手引きをご確認ください。
▽申請書類・手引き：多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口で配布中(多摩市社協ホームページで
もダウンロード可)
▽申請締切：10 月 31 日(木) ※区分 3(地域交流事業)は１次募集で終了しています
▽問合せ：まちづくり推進担当 ☎042(373)5616 FAX042(373)6629
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令和元年９月５日(６)

記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ

◆「聞こえにくさへの理解とコミュニケーションのコツ」 多摩市社会福祉協議会ボランティア活動等振興助成事業
聞こえに不便を感じている人とその周囲の人たちの、適切で有効なコミュニケーション方法の講座です。
▽日時：10 月 5 日(土)13:30～15:30 (受付開始時間 13:15)
▽申込み開始日：9 月６日(金) ▽会場：消費生活センター講座室(ベルブ永山 3 階)
▽講師：天野京子氏(言語聴覚士) ▽募集：30 名(先着順)
▽問合せ：多摩市要約筆記サークル TEL090(3816)5836(伊藤)
▽申込先：多摩ボラセン ☎042(373)6611

FAX042(373)6629

◆学校公開のお知らせ(東京都立多摩桜の丘学園)

◆車いすボランティア育成事業

多摩市・稲城市・八王子市在住の児童・生徒が通学す
る特別支援学校「東京都立多摩桜の丘学園」が学校公
開を実施します。
▽日時：10 月 8 日(火) 9:40～11:45
(受付開始時間 9:20)
▽場所：東京都立多摩桜の丘学園
(多摩市聖ヶ丘 1-17-1)
▽対象：どなたでも
▽問合せ：教育支援部 植草
☎042(374)8111 FAX042(372)9480

車いす介助をしながら街歩き体験を通じて、ボラン

◆国際親善サッカー大会
アフリカ外交団チーム ＶＳ

多摩市民チーム

どうぞご観戦にいらしてください！
▽日時：9 月 14 日(土)
10:30 開会式 11:00 キックオフ
▽場所：東京ベルディ・南豊ヶ丘フィールド
▽主催：2020 TAMA 協議会 多摩市レクリエー
ション協会
▽問合せ：tmasuda6435@yahoo.co.jp

ティア活動の基本を学びます。全2回・どちらか
1回のみの参加もOKです。(参加者10人)
▽第１回 車いす基本操作体験講習会
日時：11月2日(土)10:00～12:00
会場：総合福祉センター７階ボランティア活動室
▽第２回 移動体験を通じて障がい者補助の基本
を学ぶ (2面にも掲載しています)
日時：11月9日(土) 9:00～16:00(予定)
集合・解散：京王線永山駅
目的地：東京都立光が丘公園
▽問合せ：NPO法人多摩市身体障害者福祉協会
☎070(5028)1850 (瀬野)
▽申込先：多摩ボラセン
☎042(373)6611
FAX042(373)6629

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！
◆出光文化福祉財団 令和元年度 社会福祉助成金募集
東京都内の社会福祉施設(障がい者福祉施設、児童養護施設)が行う、床暖房設置、省エネ、環境対応等の施
設改造に対する助成。(老人福祉施設、幼稚園、保育所は対象としません)
▽受付期間：７月１日(月)～10月31日(木)
▽問合せ：公益財団法人 出光文化福祉財団 事務局(担当：吉田)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-4-15 ☎03(5428)6203
Fax 03(3463)8750 E-mail : t.yoshida@sif.or.jp ホームページ : http://www.sif.or.jp

多摩ボラセンより
70歳以上のボランティアさん、車の運転にはくれぐれもご注意を。都の事業の高齢者安全運転支援装置設置
促進事業補助金のご案内です。詳細はこちらのチラシ(https://bit.ly/2HhAanz)をお読みください。
♪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
タマボラ君

