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だれも一人ぼっちにしない

地域・居場所を！
お問合せは、☎０４２（３３８）６９１７
事務局窓口：多摩市児童青少年課
子ども・若者育成係

子ども食堂、だれでも食堂、
地域サロン、だれでも畑、フー
ドドライブ・・・今、多摩市で
は、さまざまな世代・テーマで
の支えあいが生まれています。
「一度体験してみたい」「わた
しにも子ども食堂できるか
な？」いろいろな声が聞こえて
います。その支えあいのカタチ
とネットワークづくりをすすめ
たい人々のあつまり『たま食ね
っと。』協力、協賛、仲間を募
集中です。ご興味のある方は、
ぜひご連絡を。

『たま食ねっと。』の情報は２面にも掲載しています。

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆『たま食ねっと。』のご紹介………………………………２面
◆ボランティアさん出番です！各種ボランティア募集……３面
◆たまボラの輪「一芸なくても・・・」……………………４面
◆「ボランティアポイント」説明会開催日程………………４面
◆ボランティア活動等振興助成事業を募集中！……………４面
◆地域の情報と催しなど………………………………………６面

広告を掲載して
みませんか！
発行部数 2,400～2,500 部

・表紙（１ページ）
１回：5,000 円
・裏表紙（最終ページ）
１回：3,000 円
詳しくは多摩ボラセンまで！
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きっちん空（そら）
貝取北センター商店街にある、青い手作りの登り旗。そ
の目印を見つけて入口を入ると「いらっしゃいませ！」の
声が響きます。ここは、こども食堂のきっちん空（そら）。
こども食堂といっても、こどもだけではなく誰でも入れる
『だれでも食堂』です。明るく、キレイな店内ではお母さ
んとこども達の声。
「わぁ、美味しそう！」
「ママ、おいし
いね」その様子を嬉しそうに見守るお店の人達。ガラッと
入口の扉が勢いよく開きます。
「おなかすいたぁ」と1人で
飛び込んでくる女の子。次々にお客様がやってきます。メ
ニューはみんな同じ。テーブルには同じお皿、同じ料理が
キレイに並びます。約50食が売り切れたらおしまいの楽
しい時間。だれもひとりぼっちじゃない、みんなが美味し
い。きっちん空は、地域みんなの暖かい居場所です。

美味しそう
だね！

きっちん空 ☎０４２-３１６-９９２７
主催：ＮＰＯ法人どんぐりパン
多摩市貝取１-４７-９（貝取北センター商店街）
京王・神奈中バス「貝取北センター前」下車
OPEN

た ま 食 ね っ と。

第２・４水曜日１６：００～１９：００
こども１００円 おとな３００円

『居場所』をご紹介します！ ボランティアも募集中。
（３面に掲載しています）
のんびりカフェ風の家 ☎０４２-３１３-７７６０
主催：特定非営利活動法人プレイルーム
ゆづり葉の家
多摩市愛宕１-１-１-１０１
京王バス「愛宕東」下車
OPEN

毎週土曜日 １７：００～１９：００
こども（中学生以下）１００円、
おとな３００円、７０歳以上１００円

愛宕誰でも食堂
お店は静かで落ち着く雰囲気です。開店前から待っているお
年寄り、児童館で遊ぶ子ども達や、ひとり親家庭の子ども達の
居場所として重要な役割をはたしています。
お店で提供されている料理も、地元多摩の農家さんよりいた
だいた無農薬の野菜を使用した、手作り料理です。身体に優し
く、しかも味も絶品。
「誰でも食堂」は毎週土曜日にオープンし
ていますが、それ以外の月曜日から土曜日は、
「のんびり café
風の家」というcaféレストランとして、ランチセット５００円
など様々な創作料理を楽しめます。
おすすめは、店内で手作りした「自家製ソーセー
店長
より

多摩ボラセンへのご寄附について

ジセット」です。地域の居場所として、安くて安
全でおいしいお料理を提供しています。

(４/１～４/３０受付分)
皆様の温かいご厚

◆ボランティア・市民活動の推進のために
＊ＴＩＣ有志

様

意に深く感謝申し

３，６００円

上げます。

◆ボランティア基金へ
＊おもちゃ病院 Ｋｅｂｏ 様

４，５００円

タマボラ君
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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5月9日(３)

他にも活動先はたくさんあります。
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。

◎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

1

2

こども食堂
きっちん空（そら）
場所:①貝取1-47-9
②諏訪5-6-3-105

愛宕誰でも食堂
(のんびり cafe 風の家)

備 考

①食器洗い・こどもの ①毎月第２・4水曜日
話し相手
16:00～19:00
②パン作りの補助
②毎月第3土曜日
10:00～13:00
各1～2人
調理場補助

毎週土曜日
14:00～16:00

場所：愛宕１-１-１-101
1～2人

あい介護老人保健施設

3

シーツ他交換作業

毎週月曜日～金曜日
10:00～14:00

途中30分昼食休憩
(昼食支給)

要相談

※認知症に理解の
ある方

場所：中沢1-17-38
各日1人

デイサービス麻の葉

4 場所：落合6-1-1-106
啓光えがお
音楽活動ボランティア

お散歩の付き添い
若干名

知的・身体障害のある 毎週木曜日
方の音楽活動の補助
13:00～15:00

5 場所：多摩市総合福祉セ
ンター2階

個人依頼
(落合在住)
6 場所：自宅付近
東京ヴェルディ
場所：味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分

7

問合せ・申込みは
啓光えがお まで
☎376-5044

若干名
発達障がい(6歳男児)の ①平日
遊び相手
16:30～18:00
2～4人
②土・日(要相談)

交通費は要相談。

東京ヴェルディホーム 5月17日(水)
ゲームでの車椅子来場
15:50集合
者の付添い(受付・会場 5月21日(日)
案内等)
11:20集合
6月10日(土)
(
11:20集合
６月17日(土)
14:50集合

※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

c)TOKYO VERDY
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たまボラの輪 第６回
『一芸なくても、ボランティア活動はできます！』の巻
「何か始めたいと思っていたけれど、何ができるのかしら…？」
『あい小規模多機能施設かりん』でボランティア活動をしている中田
さん。「歌の会」で、利用者の方と歌をうたい、施設の職員のお手伝い
するボランティアをしています。
「一人で行っていいのかしら・・・」と思い、すでにボランティア活動
をしていた篠田さんに相談したところ、
『かりん』でボランティアする
こととなりました。当初は戸惑ったそうですが、今は楽しく活動されて

活動が終わって、ボランティア

います。篠田さんは「地域で活動の輪を広げていくことが大切だ」と

ポイント手帳にスタンプを押

おっしゃっていました。
「何ができるか分からない」と思っている方も、

してもらっています。

きっとできることがあります。ぜひボラセンにお声かけをお待ちしています。

介護予防ボランティアポイントとは！
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≫も実施していますよ！

☟
●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(５月１１日、６月８日)
問合せは、多摩ボラセンへ
※ご参加希望の方は開催日の１ヶ月前から 2 日前までにご連絡を
☎０４２-３７３-６６１１
●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

ボランティア活動等振興助成事業の募集について
多摩ボランティア・市民活動支援センターでは、ボランティア・市民活動団体が行う公益的な事業につい
て、助成金を交付しています。助成金の交付には、下記の条件と審査があり、審査を通過した団体に対し
交付します
◆助成条件
（１）多摩ボランティア・市民活動支援センターに登録している団体

※現在登録団体でない団体も、助成金申請と同時に団体登録申請が可能です！
（２）団体の会計事務が円滑に行われていること
◆提出期間：５月１９日(金)まで (郵送の場合も１９日必着)
◆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。
申請書などもダウンロードできます。
◆申込・問合せ：多摩ボラセン ☎０４２-３７３-６６１１
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参 加 者 募 集
団 体 名

日時・会場

スペース・ひなた

5 月 10 日・17 日

精神障がい者支援
ボランティアグループ
です。

各水曜日 10:00～12:30

費 用

問合せ先
多摩ボランティ
ア・市民活動支
援センター
☎373-6611

100円
(お茶代)

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)

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。

５月 24 日(水) 10:00～15:00

斉藤
☎371-1768

交通費
弁当

集合:小田急多摩センター駅改札前
行先：野津田公園バラ広場

※毎月第 4 水曜日に、歩行介助を
学びながら歩きます

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。
相談時間はおひとり３０分間です
◆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）
11 木

12：００～１4：００

PCトラブル（ハード面での相談）

シニアＩＴクラブ

12 金

夢のマネジメント社

16 火
5
19 金

14：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

23 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

パソコンボランティア
多摩

25 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

月

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

26 金

6
月

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

2

金

6

火

7

水

１3：００～１5：００

シニアＩＴクラブ

8

木

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

9

金

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

１０：３０～１２：００
夢のマネジメント社
１３：００～１４：３０
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５月・６月の出張相談 ※定例の出張相談を開催中（月 2 回）
・日時： 5 月 15 日(月)、6 月 5 日(月)、6 月 19 日(月)
13:30 ～ 15:00
・場所：多摩市総合福祉センター3 階 福祉機器コーナー
★場所が、3 階相談室前から福祉機器コーナーに移ります！！
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

地域の情報と催事
◆多摩市ファミリーサポートセンター 提供会員養成講習会のお知らせ
地域で支え合う子育て支援の会員組織です！子育てのお手伝いをしたい方に講習会を開催します。
月 日
時 間
内
容
場
所
5月17日(水)
13：30～15：30 子どもの健康について
10：00～12：00 子どもの理解と遊び方
永山公民館
5月23日(火)
13：00～15：00 子どもたちの今と子育て支援の必要
(ベルブ永山)
性
３Ｆ講座室
9：15～12：30
普通救命救急講座（教材費1400円）
5月25日(木)
13：30～15：30 提供会員の活動について
●対象：多摩市及び近郊に住み、20歳以上で育児のお手伝いをしたい方
●定員：20人（申込み先着順）
●保育：1歳6か月以上、5人（申込み先着順）おやつ代100円
●申込、問合せ先：ファミリーサポートセンター
http://famisapo.tama.jp/ ☎042-357-5105

助 成 金 情 報 ※詳細・申請書は主催団体の HP にて
◆草の根育成事業のご案内
子どもから高齢者まで市民一人ひとりが心豊かな市民生活を実現するための活動を応援しています。
●対象：東京都内に拠点を置き、都内で活動する法人及び任意団体
１．医療・福祉分野：医療・看護・介護・児童や障がい福祉領域の地域の課題への取組み
２．スポーツ・コミュニティづくり分野：あらゆる運動・スポーツを通した、地域の課題への取組み
●助成限度額：100万円（対象経費の30～80％以内）
●対象の取組み：平成29年8月1日～平成30年3月31日に実施されるもの
●申請受付期間：６月１日(木)～１７日(土)
●問合せ先：公益財団法人

草の根事業育成財団 http://www.kusanoneikusei.net/

☎042-321-1132 Fax050-3488-4822 E-mail : info@kusanoneikusei.net

♪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

♪多摩ボランティア・市民活動支援センター
総合福祉センター分室
第１・第３月曜日(祝日、年末年始を除く)
〒206－0032 多摩市南野 3-15-1
総合福祉センター
７階 10:00～12:00
3 階 13:30～15:00
(小田急線「唐木田駅」下車 徒歩 8 分)

