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開催予告

二瓶 純子
（メゾ・ソプラノ）

3.11 東日本大震災復興支援
チャリティコンサート

渡部

史子

（ソプラノ）

【演目】 ◆オペラ「フィガロの結婚」～序曲
◆アヴェ・マリア
【入場料】

山口

佳子

（ピアノ）

鈴木 博子
（サクソフォーン）

◆エリーゼのために
◆蘇州夜曲
◆アメイジング・グレイス
他

前売１，０００円／当日１，２００円
※前売券販売中！！ 前売券が完売の場合は、当日券の販売はありません。

【前売券販売場所】①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）
②永山公民館
③多摩市社会福祉協議会（多摩市総合福祉センター３階・７階）

主催

多摩ボランティア・市民活動支援センター、関戸公民館

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆「第８回ボランティアまつり」を開催しました……２～３面
◆たまボラの輪 第４回 「風船隊バルバル」……………３面
◆ボランティアさん 出番です！各種ボランティア募集…４面
◆地域の情報と催し 福寿草「傾聴入門講座」他…………６面
◆新しい職員を紹介します……………………………………６面
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ヴィータ・コミューネ 7 階、8 階、1 階さくら広場

今年も「ボランティアまつり」を開催しました。当日は、天候にも恵まれ、多くの方に
ご来場いただきました。体験やステージ、スタンプラリー等を通じ、幅広い世代の方々が、
楽しみながらボランティア・市民活動、福祉について触れていただきました。
また、特別企画として「みんなで考え自分にできること」をテーマに、多摩中学校・東愛宕中学校・和
田中学校・鶴牧中学校の生徒の皆さんによるトークセッション「私のボランティア体験」、映画「みんな
の学校」を上映しました。誌面の都合上、全てを紹介できませんが、写真を中心に当日の様子をお伝えし
ます。（当日の参加団体は、次のページをご覧ください）

オ－プニング＆エンディング
オープニング

特別企画「トークセッション」
多摩中学校・東愛宕中学校・和田中学校・鶴牧中学
校の生徒さんによる「私のボランティア体験」

和太鼓衆雅武者

エンディング
アクアブルー多摩
キッズチアダンス

体験

さくら広場

ボランティア・市民活動団体、
大学、企業等による多彩な体験
コーナーを実施しました。

ステージ

多摩ゆかりのキャラも集合！

福祉車輌展示＆体験、
福祉体験コーナー

ボランティア団体が日頃の活動成果を披露しました。また、南鶴牧小学校合唱団の合唱、
東愛宕中学校吹奏楽部のスウィングジャズ、キティちゃん・ヴェルディ君・アクアン君・
タマボラ君の多摩にゆかりのキャラクターとの写真撮影等で盛り上がりました。
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アートひまわり／アクアブルー多摩キッズチアダンス／ＮＰＯ法人Ｆｉｌｏ ＡＲＯＭＡ／学生団
体Ｎ.Ｇ.Ｉ.／㈱サンリオエンターテイメント／ＮＰＯ法人シーズネットワーク／ＮＰＯ法人暉望
グループＴＯＭＯ／筋力向上体操サポーターズクラブ／啓光えがお／こころの談話室／市民活動
団体ケアサロン・デイジー／ＮＰＯ法人多摩草むらの会／多摩市視覚障害者福祉協会／多摩市手話
サークル「クローバー」／多摩市点字サークル「トータス」／多摩市立多摩中学校／多摩市立鶴牧
中学校／多摩市立和田中学校／多摩市立東愛宕中学校／多摩市立東愛宕中学校吹奏学部／多摩市
立南鶴牧小学校合唱団 Musical notes／多摩市立豊ヶ丘小学校／多摩フィルハーモニカ／多摩ボ
ラセン財源確保検討専門委員会／多摩ボラセン登録団体等連絡会／男性ボランティア会議／東京
都ボランティアリーダー会グループ／東京ヴェルディ１９６９フットボールクラブ㈱／東京トヨ
ペット㈱多摩ニュータウン店／愛生苑／トヨタ西東京カローラ㈱／どんぐりパン／南京玉すだれ
多摩お江戸隊／にじいろの会／二幸産業㈱（二幸産業・ＮＳＰグループ）／パソコン点訳サークル
こがめ／ひなの会／風船隊バルバル／ボランティアサークル絵手紙くるくる／メイクボランティ
アげんき手！／リフォームおはりばこ／和太鼓衆雅武者／朝日生命保険相互会社
青木屋多摩ニュータウン諏訪店／朝日生命保険相互会社／大妻女子大学／京王聖蹟桜ヶ丘ショッ
ピングセンター／京王プラザホテル多摩／京王レクリエーション㈱桜ヶ丘カントリークラブ／Ｋ
ＤＤＩ㈱南関東総支社／唐木田薬局／サンリオピューロランド／公益財団法人多摩市文化振興財
団（パルテノン多摩）／重田畳店／西都ヤクルト販売㈱／一般社団法人石巻元気復興センター／桜
ヶ丘南口商店会／中央商店会／多摩信用金庫桜ヶ丘支店／多摩大学／多摩ボランティア・市民活動
支援センター登録団体等連絡会／㈱多摩ニュータウンサービス／東急自動車学校／東京医療学院
大学／トヨタ西東京カローラ㈱／東京海上日動システムズ㈱／東京トヨペット㈱多摩ニュータウ
ン店／東京多摩グリーンロータリークラブ／東京ヴェルディ１９６９フットボールクラブ㈱／特
別養護老人ホーム愛生苑／永山運送㈱／㈱タイコー／二幸産業㈱「みなみの食堂」／㈱日本水泳振
興会／㈱としまフューネス／ドコモショップ聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ店／南観光交通㈱／生活協同組合
パルシステム東京多摩センター

★ご協力、ご参加、ご協賛いただいた皆様、ありがとうございました！！
「第８回ボランティアまつり」
主
催：社会福祉法人 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
後
援：多摩市／多摩市教育委員会
企画・運営：第８回ボランティアまつり実行委員会
協
力：関戸公民館、ＴＡＭＡ女性センター、ヴィータ・コミューネ管理組合

「風船隊バルバル」
風船隊バルバルは、バルーンアートの技術を活かして活動しているボランティアグループで、多
摩ボラセンの登録団体です。結成以来、多摩ボラセン、多摩市社会福祉協議会主催事業をはじめ、
福祉施設や地域のお祭り等に参加し、好評を博しています。先日の第８回ボランティアまつりでも、
バルーンアートの体験コーナーが大人気でした。代表の藤岡さんは、会の趣旨や活動について、次
のように話されました。
「風船隊バルバルは、３年前に多摩ボラセンが開催した『市民活動入門講座 地域活動編 バルー
ンアート講習会』後、講座参加者有志で立ち
上がった会です。現在、会員は１０名。主に
市内の福祉施設・商店街のお祭り等に参加し
ています。
皆様にお会い出来ることを楽しみに、会員
同士、向上心を持ち、切磋琢磨しながら活動
を続けて行きたいと思います。いろいろな人
に出会えることを大切に、これからも風船に
講習会を開催
イベントに参加
乗せて夢を届けます」
（多摩ボラセン
助成事業）
現在、会員を募集しています！！
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ボランティアさん 出番です！
～申し込み・問合せはお気軽に～
☎ 042-373-6611/ FAX 042-373-6629

平成２9年2月2日(4)
他にも活動先はたくさんあります。
活動によっては見学体験ができます。
詳しい説明をしますので、遠慮なく
お電話ください。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
地域活動支援センター
あんど（障がい者福祉
センター）

１ 場所：南野3-15-1
N E W ! 総合福祉センター
5階

内 容・人
内 容 数
調理プログラム
(身体障害者手帳をお持
ちの方、高次脳機能障害
と診断されている方)の
補助

調理実習室

東京ヴェルディ
場所：味の素スタジアム
２ 京王線飛田給駅
N E W ! 徒歩５分

日 時

日 時備 考
備 考

2月17日(金)
10:00～14:40
申込締切：
2月10日(金)
右記係へ電話または
直接来所

若干名
東京ヴェルディホームゲ 3月5日（日）
ームでの車椅子来場者の
11:20集合
付添い(受付・会場案内 3月11日（土）
等)
11:20集合
(c)TOKYO VERDY

愛生会厚生荘病院

ひな祭り会での患者さま 3月上旬の水曜日
の話し相手

3 場所：和田1547
NEW!
NPO 法 人 多 摩 市 障 害 者 多摩市障がい者ふれあい 3月4日(土)
福祉協会
スポーツ大会において
9:00～16:00

4

場所：市立総合体育館
東寺方588-1

競技用具の準備や整頓、
競技進行や参加者への補
助
何人でも

※参加費 500円程度
※持ち物 エプロン、
三角巾、マスク
申込み・問合せ
多摩市社会福祉協議会
障がい者支援係
☎356-0307
※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
※インフルエンザ予防
接種必須
※スニーカー、エプロ
ンなどの動きやすい
服装で
※初めての方でも大丈
夫です
※昼食は主催者側で
用意
※持ち物：体育館履き

◎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
内 容・人 数
日 時
備 考
1

2

3

個人依頼

ひとり親家庭の家庭学
習支援
場所：市内自宅(多摩セン 対象者：５年生女子
ター駅より徒歩)
女子学生１人

毎土曜日
14:00～16:00
※日時応相談

通所介護事業所

月～土曜日
13:30～15:00
※活動日は要相談

①芸事の披露
場所：デイサービスセン ②趣味活動(習字・絵・
ター聖蹟桜ヶ丘・デイ
手工芸等)の指導また
サービスセンター諏
は一緒に活動
訪・デイサービスセン ③キーボード演奏(青木
ター青木葉カフェ
葉カフェ)
あいクリニック
通所リハビリテーショ
デイケアオリーブ
ン施設での利用者への
場所：貝取1431-3
レク活動の支援(裁縫・
あいクリニック２階
調理・園芸・クラフト)

月～木曜日
13:15～14:30
※内容によって曜日
は異なります。

交通費支給有

高齢者及び認知症へ
の理解をお持ちの方

～生きる喜び広げよう
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依頼先・活動場所
個人依頼
(落合在住)
場所：自宅付近

個人依頼
(桜ヶ丘在住)

５ 場所：自宅付近(調整可能)

参

加

者

募
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内 容・人 数

日 時

備 考

発達障がい(7歳男児)の遊 ①平日
び相手
16:00～18:00
2～4人
②土・日(要相談)

交通費は要相談。

発達障がい(自閉症スペク ①平日
トラム) 6歳園児の遊び
17:30～18:30
相手
②土曜午後(要相談)
1～3人
活動時間は1～2時間

交通費は要相談。
活動者が移動しや
すい活動場所でも
OK

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

多摩市視覚障害者福祉協会
「歩こう会」の親睦会
※毎月第 4 水曜日に、歩行介助
を学びながら歩きます

2 月 22 日(水) 10：00～15：00
小田急多摩センター駅改札前
交通費
集合・解散：
食事代は実費
行先：国立極地研究所 南極・北極
科学館（立川市高松町）

2 月 8・15 日・3 月 1 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)

費用

問合せ先

100円(お茶代)

多摩ボランティ
ア・市民活動支
援センター
☎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)
※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のみの相談会です。
★印は障がい者向けパソコン相談会です。お申込みは障がい者支援係 ☎042-356-0307まで。

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。
PCティーチャー（Word,Excelなど）
3

金

7

火

9

木

PCトラブル（ハード面での相談）
１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１2：００～１4：００

夢のマネジメント社

17 金

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

21 火

多摩生活サポートセンター

14 火
月

3
月

多摩生活サポートセンター

シニアＩＴクラブ

10 金
2

夢のマネジメント社

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

23 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

24 金

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

28 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

1

水

3

金

１3：００～１5：００

１０：３０～１２：００
パソコンボランティア １３：００～１４：３０
多摩

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
１０：３０～１２：００
夢のマネジメント社
１３：００～１４：３０
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2 月・3 月の出張相談
・日時：2 月６日(月)、２月２０日(月)、３月 6 日（月） 13:30 ～ 15:00
・場所：多摩市総合福祉センター3 階 相談室 ※相談場所が変わりました。
※総合福祉センター分室(同センター7 階社協事務室内)の窓口開設時間は、
10:00 ～ 12:00 です。

地域の情報と催事
島田療育センター公開シンポジウム
◆発達障害をお持ちの方の就労について考える
～就労に向けておさえておきたいポイント～
基調講演者：松為 信雄氏 他
日時：２月１２日(日)13：00～16：３0
会場：島田療育センター 厚生棟
(多摩市中沢１－３１－１)
参加費：1,000 円
定員：100 人先着順
お問い合わせ先：島田療育センター 支援部
☎042-374-2101（直）
お申込み方法：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ(http://www.shimada-ryoiku.or.jp/)
または FAX374－2089

地域の“見守り活動”応援講座
◆住民目線でひも解く改正個人情報保護法
講師：村井 祐一氏（田園調布学園大学教授）
日時：2 月 20 日（月）14：00～16：00
会場：永山公民館ベルブホール
（多摩市永山 1－5 5 階）
参加費：無料
定員：100 人先着順
申込期間：2 月 18 日（土）まで
申込、問い合わせ先：
まちづくり推進係
☎373－5616 FAX373-6629

多摩社会福祉士会 学習会
◆心を育てる育児 「愛着形成支援とは ～子供たちが愛着障害で苦しまないために支援者が出来ること～」
講師：青木 豊氏
会場：関戸公民館第 3 学習室（多摩市関戸 4－72 聖蹟桜ヶ丘ヴィータ 8 階）
参加費：無料
定員：40 人先着順 申込期間：2 月 17 日（金）まで
申込、問合せ先：多摩社会福祉士会 西脇 seichan1965@outlook.jp
「集合住宅環境配慮型リノベーションモデル事業業
務」受諾団体募集！
委託期間：4 月 1 日～平成 30 年 3 月 16 日
応募資格：多摩市 NPO 登録団体または登録予定の団体
応募締切：3 月 21 日（火）17:00 まで直接持参
申込、問合せ先：多摩市環境部環境戦略課 高橋
☎338－6831 FAX338－6857

新職員の挨拶

関戸公民館・永山公民館・TAMA 女性セン
ター講座等開催時の保育業務」受諾団体募
集！
委託業務仕様書及び見積書様式配布期間：
2 月 13 日（月）～2 月 24 日（金）
見積書提出締切：2 月 24 日（金）
問合せ先：関戸公民館 374-9711
永山公民館 337-6661
TAMA 女性センター
355-2110

12 月 1 日付採用：佐京あき子（ボランティアコーディネーター）

ボランティアコーディネーター初心者ではありますが、気力と体力は常に満タンです！宜しくお願い致
します。
1 月 4 日付採用：松原真樹枝（ボランティアコーディネーター）
新人ですが、皆さまに“やっぱりボランティアって良いものだな”と思って頂けるようなコーディネー
トを目指します！
お気軽にご相談下さい。お待ち致しております。

♪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)
TEL 042-373-6611 FAX 042-373-6629

