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【会場】 二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ(総合福祉センター)７階

(福祉フェスタ２０１９会場内)
自分の特技や趣味を活かして活動するボランティアや市民活動団体が大集合!
活動紹介や体験のほか、参加団体の担当者と活動についての相談もできます。
★スマホ・iPad お悩み相談 ★マジック実演ショー ★バルーンアート作り
★ミニ手話教室 ★音訳・録音体験 ★ミニ雛人形講習 など
昨年は、関戸
公民館で開
催したよ！

子どもから大人まで楽しみながら体験できます！
体験シールを集めると良いことが！？

【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
☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆ボランティア地域活動見本市………………………………２面
◆災害ボラセン設置・運営訓練と防災まち歩き報告………２面
◆ボランティアさん出番です！………………………………３面
◆パソコン相談のご案内………………………………………４面
◆地域の情報と催事……………………………………………５面
◆助成金情報……………………………………………………６面
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令和元年 10 月 3 日(２)

福祉フェスタ 2019 では、～来て・見て・触れて・感じるふくし～をテーマ
に、さまざまなイベントがあります。下記以外にもいろいろありますので、多摩
市社協のホームページ(http://www.tamashakyo.jp/)をご覧ください！

★「ボッチャ」体験会(13：00～)
★「サウンドテーブルテニス」体験会
★鉄道模型運転体験(1 日 120 円)
★お薬・栄養相談 ほか

★手作り品などの販売を行います。
○バッグや洋服、手作り品や雑貨、多摩市の地採り野菜、
お弁当、焼き菓子、パン、飲み物 など
○けんちん汁、牛タンつくね、かき串焼き、やきとり、
焼きそば、餃子、唐揚げ など

★皆さまから寄せていただいた日用品などをチャリテ
ィで販売します。売上は、本会が行う地域福祉事業に活
用させていただきます。お買い物を通じて、福祉への応
援をお願いします。
★13 時 00 分～
自閉症の妹と母を１年間撮り続けた家族の物語、
映画「ちづる」再上映！

二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ
(多摩市総合福祉センター)

9 月 1 日(日)に東京ボランティア・市民活動センター、南多摩ブロック社協(多摩市、日野市、稲城市、
町田市、八王子市)の各ボラセン、東京都災害ボラセンアクションプラン推進会議等が合同で「災害ボラ
セン設置・運営訓練」と災害時の要配慮者と歩く「防災まち歩き」を実施。またゴール地点の多摩社協と
東社協の合同テントでは、多摩市視覚障がい者福祉協会の皆さんによる災害時の被災者支援としてマッサ
ージ体験も開催しました。

ボランティア受付

マッチング受付班

ニーズ受付班

防災まち歩き

.
今回の訓練とまち歩きには、昨年度災害協定を締結した多摩青年会議所、
生活協同組合パルシステム東京多摩センター、中組自治会、唐木田菖蒲館、末日聖徒
イエス・キリスト教会、ゆいま～る中沢ほか、多くの企業やＮＰＯ法人、
自治会にご協力いただき、災害時要配慮者含む市民１００人以上に参加し
ていただきました。
ご参加いただいた皆さまには厚くお礼申し上げます。
マッサージ体験
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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１０月３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
ＮＰＯ法人多摩市
障害者福祉協会
NEW!

1
場所:パルテノン多摩
市民ギャラリー
落合2-35

多摩市社会福祉協議会
総務係

内 容・人 数
第29回多摩市障がい者
美術作品展での受付及び
会場スタッフ
※1日三交代で来場者の
人数カウント、アンケ
ート用紙への記入のお
願いなど
各コマ1人
赤い羽根共同募金
街頭募金活動

NEW!
場所:①永山駅
2

②多摩センター
ココリア十字路
③聖蹟桜ヶ丘駅
④多摩センター駅

ＮＰＯ法人多摩市身体
障害者福祉協会
3

集合・解散場所:
京王永山駅
協力:男性ボランティア会議

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
行先:東京都立光ヶ丘公園

日 時
12月8日(日)～
15日(日)の8日間

備 考
※先の日程のうち都
合の良い日時で

①９:50～12:40
②12:40～15:30
③15:30～18:20
(最終日は15:00まで)
①10月11日(金)
13:00～15:00
②10月12日(土)★
13:30～14:30
③10月24日(木)★
16:30～17:30
①③④10月26日(土)
10:00～11:00
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。

※ ★ マ ー ク 及 び 10
月26日(土)の聖蹟
桜ヶ丘駅は雨天中
止

※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)

◎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♪

NEW!
1

…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
備 考
デイサービスセンター
デイサービスセンターに 月 ～ 金 曜 日 ( 祝 祭 日 ※月2回以上できる
青木葉カフェ
おける昼食・夕食の準
含む)
方
備、後片付け等
場所:落合2-6-3-1Ｆ

NEW!

ＮＰＯ法人 キャット
セイビア

2
場所:落合1-19-16-202

おしゃべりノササゲの会
3
場所:永山駅近辺

①11:30～13:00
(もしくは12:15迄)
各曜日1～2人
②17:00～18:00
※貝取周辺の方、又は貝取に行く事が出来る方
※2020年2月の「ねこのセミナー」に向けて
活動を一緒にできる方。
※日時・時間は応相談
2～3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
①10月7日(月) 12:45～15:30※
②10月26日(土) 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

※資格、経験不問

※毎月定例会を落合
1丁目のたまねこ
で行っています。
皆様のご参加をお
待ちしています！
①ベルブ永山5階第
1音楽室
②ベルブ永山３階
講座室
◎交通費支給
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島田療育センター

車いす介助(デイケア送
迎バスを降車された利用
4
者を自宅へ送る)。
1～2人
場所:中沢1-31-1
東京ヴェルディホーム
東京ヴェルディ
ゲームでの車椅子来場者
場所:①味の素フィールド西が の付添い(受付・会場案内
等)
5 丘 埼京線「十条駅」下車
徒歩15分
②③味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分
(c)TOKYO VERDY

参

加

者

募

令和元年１０月３日(４)

毎週木曜日
16:00～17:30

※駐車場利用可
※バスには職員が添乗
しています。
※無資格OK
※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

①10月19日(土)
11:10集合
②11月16日(土)
11:10集合
③11月24日(日)
10:10集合

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。
多摩市視覚障害者福祉協会
「歩こう会」
視覚障がい者の方とボランティア
が、一緒に歩行介助を学びながら歩
きます。

日時・会場

費

用

10月9日・16日・11月6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)

10月23日(水)10:00～15:00
行き先:多摩動物公園
交通費
集合・解散場所 モノレール多摩セン お弁当
ター駅

問合せ先
多摩ボラセン
☎373-6611

斉藤
☎371-1768

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）

10
月

11
月

8

火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

パソコンボランティア
多摩

10

木

１3：００～１5：００

11

金

15

火

18

金

24

木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

25

金

１４：００～１６：００

シニアＩＴクラブ

29

火

1

金

5

火

6

水

まで

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
多摩生活サポートセンター
１３：００～１４：３０

シニアＩＴクラブ
夢のマネジメント社
１０：３０～１２：００
多摩生活サポートセンター
１３：００～１４：３０
夢のマネジメント社

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０
１3：００～１5：００

シニアＩＴクラブ

夢のマネジメント社
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
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ＮＰＯ・ボランティア・市民活動
個別相談会 ＜参加費 無料＞
「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Ｎ
ＰＯ設立に関わる相談、アイデアをサポートします。
▽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)
11 月 20 日、12 月 11 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)〕

令和元年 10 月 3 日(５)

にゃんとも TAMA る
ボランティアポイントのご紹介
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！
▽日時：毎月第 2 木曜日の午後２時から
11 月 14 日、12 月 12 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
TEL042-373-6611 FAX042-373-6629

地域の情報と催し

記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ

◆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
多摩市手話サークル「クローバー」主催講演会

「私と手話」

※手話通訳・要約筆記あり

日時：11月７日(木) ①10:00～11:30 ②19:00～20:30
※①②ともに同じ内容です。ご都合の良い時間帯にご参加ください。
会場：東永山複合施設 B棟1階 多摩ボランティア・市民活動支援センター永山分室
講師：是枝 行子氏(八王子市聴覚障害者協会 手話対策部部長)
対象：手話に関心のある方。事前申し込み不要です。
問合せ：多摩市手話サークル「クローバー」市川 ☎&FAX 042-339-7706

◆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「マジック無料講習会」
誰でも出来る！簡単マジック教室です。興味のある方はお気軽にご参加ください。
日時：11 月 2・9・16 日(土)18:30～20:00
※３回シリーズです。なるべく、全回参加できる方を希望します(応相談)
会場：永山公民館(ベルブ永山・視聴覚室)
対象：18 歳以上の方
定員：各回 10 人
主催：マジックエコー
講師：雅仙氏(マジシャン)
申込・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

◆車いすボランティア育成事業
車いす介助をしながら街歩き体験を通じて、ボラン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。(各定員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 (3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：多摩ボランティア・市民活動支援センター ☎042-373-6611 FAX042-373-6629
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令和元年 10 月３日(６)

記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ

◆失語症の方との接し方
失語症を理解し、失語症を抱えた方とのコミュニケーション方法をわかりやすく学ぶ入門講座です。
日時：11月30日(土)13:30～15:30
会場：二幸産業・NSP健幸福祉プラザ(多摩市総合福祉センター)７階研修室
対象：行政・医療・福祉関係者、家族、ボランティア他、失語症の方に接する方
内容：①失語症の方との接し方 ②当事者体験発表 ③意見交換
問合せ：こだまの会 ☎080-4954-6911(野副)

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！
◆2020年度（公財）東京市町村自治調査会広域的市民ネットワーク活動等事業の助成団体募集
多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事業の経費の一部を助成します。
▽説明会：11月8日(金) 18時～(要申込み)
▽申請期間：11月5日(火)～12月3日(火)
▽助成条件・助成率等詳細は下記へお問い合わせください。
▽問合せ：(公財)東京市町村自治調査会事業部企画課 ☎042-382-7781

◆日本郵便株式会社 年賀寄付金配分事業 2020年度配分団体の公募
寄付金付年賀葉書・年賀切手の寄付金(年賀寄付金)は全国各地の社会貢献・地域貢献活動を行う多くの
団体に配分されています。
▽受付期間：9月9日(月)～11月8日(金)
▽公募の詳細については下記URLをご確認ください。
http://www.post.japanpost.jp/kifu/
http://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

◆公益財団法人 キリン福祉財団

令和2年度「キリン・地域のちから応援事業」公募助成

地域の障がい児・者、高齢者、子ども等の福祉向上に関わるボランティア活動団体に対する助成です。
▽受付期間：9月9日(月)～10月31日(木)
▽募集詳細、申込書のダウンロードは下記URLをご確認ください。
https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/
公益財団法人 キリン福祉財団事務局(北村・小松代)
☎03-6837-7013 FAX03-5343-1093 Ｅメール fukushizaidan@kirin.co.jp

多摩ボラセンへのご寄附 (令和元年 9 月 1 日～9 月 30 日受付分)
皆様の温かいご厚意に深く感謝申し上げます。
◆ボランティア・市民活動推進のための指定寄附
TIC 有志 様(9 月 10 日付)
6,000 円
匿 名 様 (9 月 21 日付)
6,900 円

10 月・11 月の出張相談 ※定例の出張相談を開催中(月１回)
・日時： 10 月 24 日(木)、11 月 28 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
♪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
タマボラ君
(京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」下車 徒歩２分)
☎ 042-373-6611 FAX 042-373-6629

