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http://www.tamavc.jp
はじめてボランティア、やってみない？
や

体験期間：７月２１日(金)～８月 31 日(木)
申込期間：６月２２日(木)～７月 ７日(金)

親子での参加
も大歓迎！
●対

象

●参 加 費

ボラセンＨＰ用ＱＲコード

小・中・高・大学生、社会人 (シニアの方も！)
３００円

(ボランティア保険料)

※ボランティア保険加入済の方は無料
●申込方法

①多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口(ヴィータ 7 階)
②出張窓口相談日(詳しくは５面を見てね！)
→①もしくは②で、所定の申込用紙に必要事項を記入し、
参加費を添えて、ご本人がお申込みください。
申込用紙や活動施設、体験内容が記載されたメニュー表は、６月中旬より窓口および
多摩ボラセンホームページ(http://www.tamavc.jp)からダウンロードできます。

活動分野、内容など
◇高齢者 ： 施設や地域での活動など

話し相手、レクリエーションの補助など

◇障がい者 ： 施設や地域での活動など

日中活動補助、イベントの手伝いなど

◇幼児・児童 ： 保育園、学童クラブ、児童館など

保育の補助、児童の見守りなど

◇ボランティア・ＮＰＯ団体、コミセンでの活動など

夏祭りの手伝い、千羽鶴の作成など

●申込・お問合せ

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 ℡ ０４２(３７３)６６１１

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆島田療育センター発達支援ボランティア募集など ……２面
◆「たま食ねっと。」参加団体のご紹介【第二弾】………４面
◆ボラポイント施設紹介【小規模多機能すみれ乞田】……５面
◆「たすけあい有償活動協力員説明会」を開催します！…５面
◆「簡単マジック教室」でボランティアデビュー！………６面
◆大妻女子大公開講座「食と健康」参加者募集中！………６面
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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６月１日(２)

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。

◎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
府中郷土の森公園
場所：府中市矢崎町5-5
1
JR・京王線分倍河原駅から
N E W ! バス郷土の森総合体育館下車

内 容・人
内 容数
高齢者のお散歩の付き
添い(さくらが丘在宅サ
ービスセンターの依頼)
若干名

日 時

日 時備
備考
考

6 月 6 日 ( 火 ) ～ 10 ※現地集合、解散
日(土),13日(火)～ (雨天中止)
14日(水)
※帽子、水筒など
14:00～15:30

◎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
こども食堂
①こども食堂の調理
①②月1回土曜日
ピンクララタマ
②こどもの見守り及びレ (不定期)
1 場所:一ノ宮3-5-24
NEW!

島田療育センター
場所:中沢1-31-1

2
NEW!

島田

土曜クラブ

場所:中沢1-31-1

3
依頼先:ＮＰＯ法人プレイ

N E W ! ルームゆづり葉の家
あいクリニック
4 デイケアオリーブ
N E W ! 場所:貝取1431-3
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

5

備 考
※①料理を作るのが好き
な方
※②余興が得意な方
※交通費応相談

クリエーション活動担当 17:00～21:00
(クイズなど)
※時間応相談
③チラシ作成
今月号４面でも「ピンクララタマ」をご紹
介しています。併せてご覧ください。
若干名
①年長児グループ活動補 ①金曜日10:00
※心理,教育,保育,福祉を
助
～15:00
勉強されて いる大学 , 大
②Ｇトレーニング活動補 ②第1・3金曜日 学院生の方で発達障害の
助(小学1～3年生対象)
15:30～18:15
療育に興味のある方。又
③Ｓフレンズ (小・中学生 ③土曜日9:30～
は発達障害に理解があり
土曜日療育活動)の活動補助 18:15
子ども好きな方
※時間応相談
各2～3名
※謝礼あり
芸能披露
毎月第3土曜日
※謝礼1団体2,000円
(演奏、手品、などのお 13:00～14:00
(交通費込み)
楽しみ)
までの間の30～
40分間
紙芝居めくり

毎週水曜日
9:30～10:30

1～2名
東京ヴェルディホームゲ 6月10日(土)
ームでの車椅子来場者の
11:20集合
付添い(受付・会場案内 6月17日(土)
等)
14:50集合
7月9日(日)
(c)TOKYO VERDY
14:50集合
7月22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
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どんぐりパン

パン作りの補助
各1～2人

啓光えがお
音楽活動ボランティア

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

ンター2階

若干名

6 場所:諏訪5-6-3-105

7 場所：多摩市総合福祉セ

毎月第3土曜日
10:00～13:00
問合せ・申込みは
啓光えがお まで
☎376-5044

参 加 者 募 集
団 体 名

日時・会場

費 用

スペース・ひなた

6 月 7 日・14 日・21 日・7 月５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

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

6 月 28 日(水) 10:00～15:00

「歩こう会」

集合:永山交番前

視覚障がい者の方とボランティ 行先：相模原北公園
アが、一緒に歩行介助を学びな ※毎月第 4 水曜日に、歩行介助を
学びながら歩きます
がら歩きます。

斉藤
☎371-1768

交通費
弁当

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）
9

金

13 火

夢のマネジメント社
１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

16 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

20 火
6
月 22 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

23 金

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

27 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

多摩生活サポートセンター

7
月

火

5

水

7

金

夢のマネジメント社

パソコンボランティア １０：３０～１２：００
多摩生活サポートセンター
１３：００～１４：３０
多摩

30 金
4

PCトラブル（ハード面での相談）

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
１3：００～１5：００

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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すわハーモニーカフェ
諏訪周辺の団体や地域の方々などが集まった『ハーモニ
ークラブ』
。『すわハーモニーカフェ』は、
『ハーモニーク
ラブ』が開催している‘だれでも食堂’です。５月は諏訪
小学校で開催。こばと第一保育園と諏訪小学校で毎月交互
に開催しています。
当日は家庭科室でカレーづくりから。お手伝いチームは
地域のボランティアや保護者、こばと第一保育園の保育士
さんだけでなく、２年生から６年生の子どもたちも参加し
ていました。それぞれグループに分かれて作ります。
さぁ！カフェオープン。家族連れや中学生コンビ、防犯
パトロールを終えた方々など続々来店。ランチルームは子

なかなかの包丁さばき！
予約が必要です(先着３０人)。申込は、こば
と第一保育園へ。☎０４２-３７４-３３８５
★一緒に作ってくれる子ども＆大人も大募

どもから大人まで大盛況でした。みんなでつくり、つなが

集！予約時に「お手伝い希望！」とお伝え

る『すわハーモニーカフェ』
。諏訪の一角にある、にぎや

ください。

かで温かい居場所です。
OPEN

主催：ハーモニークラブ

第３木曜日１８：３０～２０：３０

・こばと第一保育園（多摩市諏訪４-７）

・諏訪小学校(多摩市諏訪５-１３)で交互に開催

高校生以上３００円、中学生以下無料

た ま 食 ね っ と。

「たま食ねっと。
」は、現在多摩市内で「子ども食
堂」などの活動をしている市民（団体）と、社会福
祉協議会・市役所・大学などが協力して、話し合い

活動団体紹介
ピンクララタマ ☎070-5543-3268
多摩市一ノ宮3-5-24
京王線聖蹟桜ヶ丘駅徒歩約５分
OPEN 月１回土曜日
１７：００～１９：００頃まで
（不定期開催）
費用：どなたでも５００円
この日の特別メニューは
「ラーメン＆餃子セット」でした！

この日は、ボランティアで地元企業の社員と
マスコットキャラクターが来店！
ゲーム大会を開催し、店内は子ども達の歓声が
響きわたってたよ！！

ながら進めています。

こどもだれでも食堂
聖蹟桜ヶ丘駅に近い小さなお店から、子ども達の楽し
げな声が響き渡る。そこはイベント貸スペース「ピンク
ララタマ」を経営している、店長の玉内さんが月に１度
開催している「こどもだれでも食堂」です。
多摩市では両親が仕事で深夜まで帰宅しない家庭の
子ども達が増えていて、彼らは学校の給食以外、コンビ
ニの軽食やお菓子しか食べていない事が多いそうです。
栄養不足でやせ細っている子や、自宅で独り過ごす子。
そんな子達に、
「ほっと出来る居場所」の提供と「あた
たかい家庭料理」をふるまいたい。そんな思いで始めた
食堂との事でした。
この日は３０名の小学生が来店していて、店内は熱気
むんむんといった感じでした。しかし子ども達はそんな
中でも元気いっぱい。「ラーメンまだー」、「ご飯食べた
ら遊びにいく」とメンバースタッフに話しかけ、スタッ
フもその問いに、まるで母の様に答えたり、接したりし
ていました。
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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。

問合せ、説明会申込みは、

☟≪説明会≫実施していますよ！
多摩ボラセンへ
●対象：65 歳以上で、多摩市介護保険第１号被保険者の方
☎０４２-３７３-６６１１
●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(6 月⇒６月８日、7 月⇒７月１３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)
※ 施設見学に行き、お話を聞かせていただきました！

施設紹介
【小規模多機能ホーム

すみれ乞田】

住所：多摩市乞田 791-3
京王永山駅からバス(永６５)釜沼橋バス停下車 徒歩５分
すみれカフェの開催日に訪問しました。すみれカフェの参加は 9 名(職員 4 名、V1 名、一般 2 名、
認知症当人 1 名、家族 1 名)でした。利用者さんにとても丁寧に接しており、皆表情がおだやかで
楽しそうに過ごされていました。6 月より広いフロア―(15～6 畳位)へ移ります。規模を大きくし
てグループ分けして(話したい内容が個々に違うので)開催予定だそうです。その時に一緒にお茶出
しや簡単なお食事づくりのボランティアの方がいると助かるとおっしゃっていたので、カフェをボ
ランティアポイント施設登録されるようおすすめしています。
施設では、書道のニーズが高いので(10 人弱)、月 2 回程度指導をお願いしたいといわれています。
時間は 14 時～15 時ぐらいで、活動可能な方は、ぜひ多摩ボラセンへご連絡ください。

６月・７月の出張相談 (定例出張相談)
・日時： 6 月 5 日(月)、6 月 19 日(月)、７月３日(月)
※7 月 3 日は夏ボラの受付もします！
各日とも、
【ＡＭ】10:00～12:00 【ＰＭ】13：00～15：00
・場所：多摩市総合福祉センター3 階 福祉機器展示コーナー
★場所が、3 階相談室前から福祉機器展示コーナーに移りました！
ボランティア先探し、ボランティア保険、ボランティアポイントなど何でも聞いてください♡♡

夏のボランティア体験 2017 出張受付窓口
場

開催日

所

※時間は１５時から１７時です
場 所

開催日

６月２７日(火)

トムハウス

７月４日(火)

貝取こぶし館

６月２９日(木)

愛宕かえで館

７月５日(水)

永山公民館（ベルブ永山 3 階）

６月３０日(金)

ひじり館

◆たすけあい有償活動 協力員登録説明会
～地域の方の「ちょっと困った」をお手伝い～
高齢や病弱・障がいなどで日常生活上お困りの方を、地域の皆さまがお互いに支え合える仕組みを
目指しています。協力員は福祉に理解があり、市内および近郊にお住まいの１８歳以上の健康な方で
あれば、性別、経験、資格は問いません。
●日時：６月２３日(金)10:00～11:30 ●場所：関戸公民館 ８階第１学習室
●申込、問合せ先：多摩市社会福祉協議会

まちづくり推進担当 ☎０４２-3８９-３３４４
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民間助成金情報 ※詳細・申請書は主催団体のＨＰにてご確認ください

◆「地域支え合い活動 助成プログラム」募集
ボランティア団体・ＮＰＯ等の非営利団体が行う配食・会食サービス、孤立防止のための居場所運
営、生活助け合い活動、見守り活動などについて、明治安田生命保険相互会社からの助成募集です。
●助成内容：①活動立上げの資金助成→上限 15 万円、②備品購入資金の助成→上限 15 万円
●締切日：平成 29 年 6 月 30 日(金) 必着(指定応募用紙による郵送)
●詳細ＨＰ http:/www.mow.jp/pdf/2017youkou.pdf

地域の情報と催事 ★費用の記載のないものは参加費無料

◆多摩ボラセン登録団体「多摩社会福祉士会」主催 学習会
「生活支援が必要な高齢者へのアプローチについて」
支援を必要とする高齢者に対する適切なアプローチ方法について、一緒に意見交換しましょう♡
●日時：６月１７日(土) １４:００～１６:３０
●場所：多摩ボラセン永山分室 会議室 (多摩市永山3-9 東永山複合施設Ｂ棟１階)
●講師：淵野純子氏(中部地域包括支援センター)、蓑和純子氏(東部地域包括支援センター)

●定員：３０名※事前申し込み不要、当日直接会場までお越しください。
●問合せ先：seichan1965@outlook.jp(西脇宛)

◆多摩ボラセン登録団体「マジックエコー」主催 簡単マジック教室
ボランティアのデビューや合間にも役立ちます！勿論、色々な出演もできます！！
●日時：７月１日(土)、７月８日(土)、７月１５日(土) 各１８:３０～２０:００
●場所：永山公民館 視聴覚室
●定員：１０人程度(申し込み先着順) ※３回シリーズなので、３回とも参加できる方
●参加費：１,０００円(教材費)
●申込、問合せ先：マジックエコー

富永

☎042-375-7427

◆大妻女子大学公開講座 「食と健康」
ずっと健康でいるために、毎日の食事でできることについて公開講座を開催します。
●日時：【第１回】６月１８日(日) 15：20～16：30
「食物繊維の健康効果と上手な活用の仕方」
「食物繊維をたっぷりおいしくとるための料理のコツ」
【第２回】７月２３日(日) 15：20～16：30「家族で学ぶ、スポーツする子どもの食生活」
【第３回】８月１３日(日) 15：20～16：30「食べる喜びを繋ぐ」
●場所：大妻女子大学 多摩キャンパス
●定員：１２０人(申し込み先着順) ※入場無料
●申込方法：メールかＦＡＸに、氏名(ふりがな)、住所、電話番号、メールアドレス、講座名を記入。
e-mail

koukaikouza@ml.otsuma.ac.jp ＦＡＸ

03-5275-6800

◆東京都立多摩桜の丘学園 「学校公開」のご案内
同校の教育活動について広く地域の方々に知っていただくための、施設や授業の見学の機会です。
●日時：７月６日(木) 9：45～12：15
●場所：多摩市聖ヶ丘1-17-1(永山駅から京王バス「聖ヶ丘団地経由聖蹟桜ヶ丘駅行き」で、桜ヶ丘
公園西口下車徒歩１分)
●対象：どなたでも見学することができます。

※事前申し込み不要。当日直接会場までお越しください(車での来訪の場合は事前に要連絡)。
●問合せ先：☎042-374-8111 ＦＡＸ042-372-9480 担当：副校長 田中、主幹教諭 植草)

