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多摩ボランティア・市民活動支援センター（通称「多摩ボラセン」）
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ＦＡＸ ０４２－３７３－６６２９

http://www.tama vc.jp

ボラセンＨＰ用ＱＲコード

夏のボランティア体験参加者募集中！！
～２次 募 集 は 7/19㈬ ～8/9㈬ まで！～
高齢者施設
№10※あい介護老人保健施設： 夏祭り手伝い 7/22㈯
№４ 桜ヶ丘延寿ホーム：模擬店販売補助等 7/27㈭
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№30※百笑ひなた：食べ物の調理補助等 8/3㈭～5㈯

障がい者施設

№21※和光園ケアセンター：夏祭り模擬店の手伝い 8/9㈬
№28※ゆいま～る聖ヶ丘：模擬店手伝い等 8/18㈮～20㈰
№18 ベネッセスタイルケアまどか永山：夏祭り補助 8/27㈰

№47 なかまの樹：
夏祭りの模擬店のお手伝い等 7/29㈯

№は、活動メニュー票上の番号になります。

№39 啓光学園：わたあめの販売等 7/29㈯

「※印」は小学生も活動可能です。

№45 啓光えがお：屋台での販売等 8/19㈯

上記の活動メニューの詳細は、ボラセンＨＰ(http://www.tamav c.jp) で ご 覧 い た だ け ま す 。

〈申込方法〉
・多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口で申込（ヴィータ・コミューネ７階）。※申し込み先着順です。
・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ください。
（申込用紙・活動メニュー表は多摩ボラセン窓口での配布、またはボラセン HP よりダウンロードできます）。
・対象：小（高齢者施設のみ）・中・高・大学生、社会人（シニアの方、親子での参加も大歓迎です！）
・参加費：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。

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆9/23「多摩市総合防災訓練」のボランティア募集！…２面
◆パーキンソン病患者の会のボラ、学習支援ボラ募集！… ２面
◆「たま食ねっと。」【ＮＰＯ法人シェア・マインド】…４面
◆介護予防 VP 施設紹介【かりん】【愛生苑】……………５面
◆初めての方でも大丈夫！「夏休み手話教室」開催………６面
◆多摩ボラセンへのご寄付について【報告】 ……………６面

広告募集中！！
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
お問い合わせください
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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７月６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
多摩市総合防災訓練

1
NEW!

(多摩市防災安全課・福祉
総務課､多摩ボラセン)
①多摩市立武道館
諏訪4-9
②と③東愛宕中学校
愛宕１-５２

内 容・人 数

日 時

備 考

①総合防災訓練での物
資仕分け 10人
②避難行動要支援者(高
齢者他)の安否確認(詳
細は備考欄) ４人
③テントブースのお手
伝い ４人

9月23日(土・祝)
①13:00～15:00
②と③
14:00～17:00

①物資の重量があるの
で、体力に自信がある方
②自宅から避難所までの
支援、会場内を見学する
場合の支援、車椅子の方
の手伝い

◎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
おしゃべりノササゲの会
1
NEW!

場所:永山1-5
ベルブ永山第一音楽室

個人依頼
2 場所:関戸4丁目
NEW!

ＮＰＯ法人
シェア・マインド
3
NEW!

今月号の4面で活動
紹介されています！

島田療育センター
場所:中沢1-31-1

4

東京ヴェルディ

5

場所：味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分

内 容・人 数

日 時

備 考

パーキンソン病患者会の 月に3回程度(概
活動補助
ね月曜日/1回で
も可)
若干名
12:50～15:30
主に中学生の数学・英語 週 1～2 回
の学習支援(教科書レベ
①水曜日 18:00
ル)
～21:30
②土曜日 15:00
若干名
～21:30

※明るく元気な方
※パソコンなどの実務を
手伝って下さるとなお可
※交通費支給あり
※大学生可
※時間応相談

①「フードバンク多摩」の活動を理解し、サ
ポーターを３人程度募って頂ける方。
②助成金情報を収集し、申請手続きをして頂
ける方。
①②人数問わず
①年長児グループ活動補 ①金曜日10:00
助
～15:00
②Ｇトレーニング活動補 ②第1・3金曜日
助(小学1～3年生対象)
15:30～18:15
③Ｓフレンズ (小・中学生 ③土曜日9:30～
土曜日療育活動)の活動補助 18:15
各2～3人
※時間応相談
東京ヴェルディホームゲ 7月22日(土)
ームでの車椅子来場者の
14:50集合
付添い(受付・会場案内
等)
8月11日(金・祝)
14:50集合

※詳細は要問合せ。
sharemind2015@gmail.comか
携帯 090-6470-4905
(代表松本まで)

(c)TOKYO VERDY

※心理,教育,保育,福祉を
勉強されて いる大学 , 大
学院生の方で発達障害の
療育に興味のある方。又
は発達障害に理解があり
子ども好きな方
※謝礼あり
※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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第３３９号

島田 土曜クラブ
場所:中沢1-31-1
6
依頼先:ＮＰＯ法人プレイ
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芸能披露
毎月第3土曜日
(演奏、手品、などのお 13:00～14:00まで
楽しみ)
の間の30～40分間
紙芝居めくり

毎週水曜日
9:30～10:30

1～2人

参 加 者 募 集
団 体 名

日時・会場

費 用

スペース・ひなた

7 月 12 日・19 日・8 月 2 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
関・一つむぎ館(健康センター3 階)

100円
(お茶代)

※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

7 月 26 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：明治大学博物館
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。

交通費
弁当

問合せ先
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。
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）
7

金

11 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

13 木

１3：００～１5：００

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
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

14 金

夢のマネジメント社

7 18 火
月
21 金

8
月

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

25 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

パソコンボランティア
多摩

27 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

28 金

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

１3：００～１5：００

シニアＩＴクラブ

1

火

2

水

4

金

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

１０：３０～１２：００
夢のマネジメント社
１３：００～１４：３０
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た ま 食 ね っ と。

平成２9年７月６日(４)
「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

活動団体紹介
代表の松本さんに密着取材！

力して、話し合いながら進めています。

フードバンク、住宅難民支援、
まちづくりなど、誰もが健や
かに暮らせる地域社会を目指
し、精力的に活動中！

その①「フードバンク多摩」として、食事に困っ
ている方への支援活動を行っています。この日は、連光寺
で野菜づくりに親しむ鈴木さんのご協力により、新鮮なカ
ブやキュウリ、ナス、小松菜が立派に成長した「大松菜」
など、松本さん自ら収穫！「たま食ねっと。」の活動に賛
同された、近所にお住まいの長谷さんもご一緒に収穫作業
に加わり、新鮮獲れたて野菜でコンテナも一杯になりまし
た。今回収穫したお野菜は、前月号(6 月号)で紹介した「ピ
ンクララタマ(こどもだれでも食堂)」さんにも提供され、
栄養満点の野菜を使ったメニューがテーブルに並んだこと
でしょう。フードバンクに寄せられる食材には、松本さん
をはじめ、そこに関わった皆さんの思い、支え合う心がた
くさん詰まっています。

タマボラ君

代表の松本靖子さん(右)。鈴木さ
ん(左)の育てたキュウリとナス
を両手に。笑顔もステキ！

その②「乾パンを使ったティラミスづくり」
そのままだと味気ない防災用品にひと工夫加えて、見た目
も味も本格的なスイーツに変身しました！この日は、中央
大学学生の森春菜さん、中村美希さん、明星大学 OB の伊
沢亮太さんと一緒に試作に取り掛かり、試験販売したとこ
ろ、あっという間に完売しました。美味しく食べながら、
食べ物を大事にする心を育むとともに、防災について考え
るきっかけにもなるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも
一度お試しあれ！

ＮＰＯ法人 シェア・マインド

ココアパウ
ダーを振っ
て完成。

スポンジの代わりは
砕いた乾パン！

HP：http://sharemind.jimdo.com/

本部：多摩市連光寺3-18-13 コートビレッジ2 Ｂ-104

今月号の２面でもボランティア募集中！

★活動に賛同・協力頂けるサポーターの方を募集中！詳細は団体のＨＰまで！

多摩中学校の生徒さん２名が職場体験をされました！
6 月５日(月)～９日(金)の 5 日間、市立多摩中学校 2 年生の 2 名(石井さん、
深田さん)が多摩ボラセンで職場体験をされました。
お二人とも、初日は緊張した面持ちでしたが、日を重ねていくに従い、職場
の雰囲気にも慣れた様子で、笑顔で窓口での来館者への
応対や、「夏のボランティア体験」の準備作業など、任さ
れた仕事を責任をもって丁寧に取り組んでいました。
体験を通じて、仕事への充実感・達成感やコミュニ
ケーションの大切さを肌で感じられていました。

石井さん、深田さん
５日間、お疲れ様で
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☎０４２-３７３-６６１１
●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(7 月⇒７月１３日、８月⇒８月１０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・コミューネ 7 階)

事

前

告

知！！

8 月にボランティアポイント登録者の方向けに研修会を予定しています。
“無理なく・楽しく・役にた
つ”活動を続けていくために、お役立ていただけるような研修会を企画中です。
今、介護予防ボランティアポイントに登録されますと、この 8 月の研修会に参加できますよ！

施設紹介
【あい小規模多機能施設

※ 施設見学に行き、お話を聞かせていただきました！

かりん】

住所：多摩市聖ヶ丘 2-20-6

京王永山駅(聖ヶ丘団地行バス)聖ヶ丘センターバス停下車
タマボラ君

ゆいま～る聖ヶ丘 B 棟１階にある施設で、閑静な住宅地の中にあります。
かりんは、登録制の高齢者向け施設で、通い・訪問・泊りの機能を活かし、毎日がとても賑
やかです。ぜひ、一緒に楽しみながら活動してくださる方を募集中！とのこと。
今回は、ボランティアさんが活動されている歌の会のときにおじゃましました。
ベテランボランティアさんとボランティアデビューしたての方との２名が楽しんで活動され
ている様子を見ることができました！
活動後、職員とボランティアさんでお茶を飲みながら、今日気が付いたことを話し合ってい
て、毎回きちんと振り返ることはボランティアさんにとっても大切だと思いました。

「歌の会」
「掃除などの補助活動」
「話し相手」のボランティアさんを募集しています！

【特別養護老人ホーム

愛生苑】

住所：多摩市和田 1547

聖蹟桜ヶ丘駅(高幡不動行ミニバス)並木橋バス停下車

愛生苑は平成 9 年 4 月に開設した定員 80 名の特別養護老人ホームで、
「愛と共生」を施設
理念とし多摩市西部の閑静な住宅街に立地しています。
「傾聴・庭の手入れなどでボランティアさんが入ってくれており、とても助かっている。も
っとたくさんのボランティアさんを受け入れていきたい。」と話されていました。見学に行っ
たときは、繕いものをされているボランティア３名の方とお会いしました。衣類の繕いもの
以外にも、要望に応じて布の端切れで小物づくりもされるそうです。「楽しく活動していま
す！」と元気いっぱいでお話してくださいました。
職員の方が「ご近所からのボランティアさんはまだいないんです」と少し残念そう・・・
ボランティアデビューをお考えの方は、ぜひ声をかけてみてください。

「お洗濯ものたたみ」のボランティアさんを急ぎお願いしたい！
とのことです。
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平成 29 年７月６日(6)

７月・８月の出張相談 ※定例の出張相談を第１・第３月曜日に開催中
・日時： 8 月 7 日(月)、8 月 21 日(月)

10:00 ～ 15:00

※7 月 1７日(月)は祝日のため、出張相談はありません。

・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した！

地域の情報と催事
◆夏休み手話教室 ～全3回～

※多摩ボランティア・市民活動支援センター協力事業

初めての方でも大丈夫。みんなで手話を覚えましょう！
おひとりで、お友達と、親子で、どなたでも参加できます。
●日時：７月２５日(火)～７月２７日(木)１０:００～１２:００
●場所：多摩ボランティア・市民活動支援センター永山分室 会議室
多摩市永山３－９ (東永山複合施設 B棟１階)
●対象：小学生以上
●定員：30名 (申込み先着順)
●費用：保険代1人90円 (任意)
●主催：多摩市手話サークル「クローバー」
●申込、問合せ先：多摩市ボランティア・市民活動支援センター
☎ 042-373-6611
FAX 042-373-6629

多摩ボラセンへのご寄附について
（５/１～６/３０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に
＊匿名

(個人)

様

１０，０００円

＊グリーンフラット入居者様一同

＊東京海上ビジネスサポート（株）様

様

１１，１６０円
＊マジックエコー

様
３，０００円

＊トムハウス運営協議会有志

タマボラ君

様
５，０００円

♪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

全国百貨店共通商品券

１０万円分

♪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３階
10：00～15：00
(小田急線「唐木田駅」下車 徒歩 8 分)

