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災 害 ボラ ンティアセンター運 営
にあなたの力 を！
多摩市社会福祉協議会では、大規模災害が起きた場合に市と連携し、
「災害ボランティアセンター（通称：災害ボラセン）」を３日以内に立ち上げます。
今年も、災害ボラセンを運営する際に、ボランティアとして運営補助していた
だけるよう、活動体験できる講座と訓練を下記の日程で開催します。
この機会に
災害ボラセンを体験して、イザという時にあなたの力を貸してください！
ぜひご参加

タマボラ君

ください！
▼災害ボランティアセンター運営ボランティア体験(全３回)
日時
場所
対象
１０/１３(金)
１４:００～１６:００

講義 「災害ボランティアセンターとは？」
講師 永吉英記(ながよしひでき)氏
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所研究員）

総合福祉センター７階研修室

１０/２７(金)
１３:３０～１６:３０
11/２６(日)
１３:００～１７:００

◆定

員

内容

満１５歳以上の市内在
住・在勤・在学の方

演習 「災害ボランティアセンター運営ゲーム」
講師 宮﨑賢哉(みやざきけんや)氏
（災害救助ボランティア推進委員会主任）

総合福祉センター３階多目的
フロア他

災害ボランティアセンター設置・運営訓練

５０人(全回参加が難しい方はご相談ください。申込先着順となります。)

◆申込期間

９月７日(木)から受付開始です。

◆申込方法 電話・ＦＡＸ・メール（申込書はhttp://www.tamavc.jp/でダウンロード）
申込・問合せ 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)
☎０４２－３７３－６６１１ FAX ０４２－３７３－６６２９

「イチから知ろう！災害ボランティア講座」も参加者募集中です！！（4 面に掲載）

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆10 月赤い羽根街頭募金活動のボランティア募集！… ２・5 面
◆運動が好きな方、障がいのある方へのボラに関心のある方へ
水浴訓練介助ボラ、ヴェルディ車イスボラ募集中！…２・３面
◆開催迫る！「イチから知ろう！災害ボランティア講座」…４面
◆介護予防 VP 施設紹介「多摩市和光園ケアセンター」……４面
◆「夏のボランティア体験２０１７」のご報告………………５面
◆車イス外出行事のボランティアさん１０名募集します！…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

第３４1号

～生きる喜び広げよう

心の絆深めよう～

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９月７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♪
…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
多 摩 市社 会福 祉協 議会 赤い羽根羽根共同募
総務係
金街頭募金活動

1 場所 ①多摩センター駅
NEW!

②永山駅
③唐木田駅
④聖蹟桜ヶ丘駅

福祉フェスタ2017
2
NEW!

3
NEW!

4

何人でも
運営補助(受付・会場
案内・景品交換等)

備 考

日時等は、５面の
「赤い羽根共同募金
の街頭募金活動ご協
力のお願い」をご覧
ください。
10月15日(日)9:00
～16：30
半日の場合
①9:00～12:30
②12:00～16:00
10月15日(日)
11:00～15:00

～来て・見て・触れて
“ふくし”に共感～
場所:総合福祉センター・
アクアブルー多摩
１０人
多摩市和光園
秋祭りの補助
ケアセンター 秋祭り (屋台の補助、交通整
理等)
場所:和田1532
5人
総 合 防 災 訓 練 で の 物 9月23日(土・祝)
多摩市総合防災訓練
資仕分け
13:00～15:00
(多摩市防災安全課､多摩
ボラセン)
場所：多摩市立武道館
諏訪4-9
8人

※食事(軽食)支給(全日活
動者のみ)
※午前・午後のみでも可
※事前オリエンテーショ
ン有り。要電話連絡。

◎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
個人依頼
1
場所:総合福祉センター
N E W ! 5階水浴訓練室
島田療育センター
2 場所:中沢1-31-1
NEW!
ケアプラザ多摩
3
N E W ! 場所：永山3-12-2

内 容・人 数
水浴訓練の介助及び
見守り
女性限定1～2人
ヘアカットのアシス
タント(女性限定)

日 時
毎週月曜日
10:00～11:00

９月12日(火)・25
日 ( 月 )/10 月 10 日
(火)・18日(水)他3
月まで予定決定済。
1～2人
13:00～16:00
健 康 体 操 ま た は ヨ ガ 月1回、1時間程度
等の指導
午前または午後
1～2人

備 考
※介助方法は担当職員
が、１～3回程度指導いた
します。
※車いす介助あり。
※明るく元気な方！
※体力に自信のある方。
※飲み物支給あり。その
他詳細はお問い合わせ
ください。
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東京ヴェルディ

4

場所：味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分
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東京ヴェルディホーム
ゲームでの車椅子来場
者の付添い(受付・会場
案内等)

平成２9年９月７日(3)

10月1日(日)
10月7日(土)
10月28日(土)
全て11：20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
※高校生以上

(c)TOKYO VERDY

参 加 者 募 集
団 体 名

日時・会場

費 用

スペース・ひなた

9 月 13 日・20 日・10 月 4 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

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。

９月 27 日(水)10:00～16:00
集合：永山交番前
行先：
「両国相撲博物館」
※毎月第 4 水曜日に、歩行介助を
学びながら歩きます。

交通費
昼食代

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）
8

金

12 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

13 水

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

15 金

夢のマネジメント社

9
19 火
月
22 金

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

26 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

パソコンボランティア
多摩

28 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

5

火

6

水

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

29 金
10
月

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１3：００～１5：００

シニアＩＴクラブ
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平成２９年９月７日(４)

「イチから知ろう！災害ボランティア講座」
◆申込方法
電話・ＦＡＸ・メール（申込書はhttp://www.tamavc.jp/でダウンロード）
頻発する大災害の現場では、ボランティアやNPOによる救援・支援活動が行われています。災害が
発生していない日常生活の中から、災害時のボランティア活動について関心を持ち、自分に何ができ
るのかを一緒に考えてみませんか？
アナタにもできることがきっとある！お気軽にご参加ください。

○日時：
月
日 (
)１４時～１６時３０分
○場所：国士舘大学多摩キャンパス MCCT３０１教室(多摩市永山７－３－１)
※永山駅前より学校行の無料送迎バスが出ています。
○対象：市内在住、在勤、在学の満１５歳以上の方(中学生を除く)
○定員：５０人(定員になり次第締め切り)
タマボラ君
○持ち物：筆記用具
○申込：電話・ＦＡＸ・メール(申込書はhttp://www.tamavc.jp/でダウンロード)
○問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター
講師は、一般社団法人ピースボート災害ボラン
☎ ０４２－３７３－６６１１
ティアセンターです。 ぜひ参加してね！！
FAX ０４２－３７３－６６２９

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(9 月⇒9 月 14 日、10 月⇒10 月 12 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)

施設紹介

※ 施設見学に行き、お話を聞かせていただきました！

【多摩市和光園ケアセンター】
住所：和田 1532 番地
聖蹟桜ヶ丘駅より 1・2 番線バスにて和田バス停下車徒歩５分
毎日 40 名近くの利用者さんがあり、入浴や食事・趣味活動などをして過ごされている
デイサービス施設です。訪問時は、下膳のお手伝いやぬり絵指導のボランティ
アさんが、おだやかに楽しく活動されていました。外履きで入館可。
職員が明るく、ボランティアさんに対しては感謝を忘れず、次に来てもらえ
るように配慮しているとお話くださいました。活動終了後、振り返りも行って
いるそうです。また、ボランティアポイントのプログラムだけでなく、今後も
いろいろな活動を増やしていき、門戸を広げて多くのひとにボランティアに
来てもらいたいともおっしゃっていました。

10 月 15 日(日)の秋まつり補助のボランティアさん大募集！！

希望者は多摩ボ
ラセンまでお電
話を！
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皆さんの様
子をご報告
します！

平成２９年９月７日(５)

２０１７

頼りになります！

厨房で奮闘中！
こどもたちと
同じ目線で…

「夏ボラ」に参加してみて…

「平和展」の千羽鶴折り

保育園での活動は、最初はただこどもの面倒を見て
いればよいのかと思っていたけど、最終日の 3 日目
には子供たちがお別れとお礼のあいさつをしてくれ
て本当にうれしかった。（高校生 男性）
初めて障がいのある方と関わって、同じ「人」で何
も変わらないんだなと感じました。様々な人がいて、
同じ障がい者として見るのでなく、一人一人を見て、
関わっていきたいと思いました。（高校生 女性）

←キワニスドールづくり

小児病棟に送る、キワニスドールの活動について、
素晴らしい活動をされていることに心を打たれまし
た。自分が作った 1 体がどこかで役立ってくれるこ
とが楽しみです。（社会人 男性）

赤い羽根共同募金の街頭募金活動ご協力のお願い
今年も 10 月１日から 12 月 31 日まで
「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に行

日にち
10 月 1 日(日)

10 月 7 日(土)

時間
11:00～12:00
14:00～15:00
17:00～18:00
8:00～9:00
10:00～11:00
13:30～14:30

10 月 11 日（水）

11:00～12:00

10 月 29 日(日)

10:00～11:00

われます。
この募金活動は、福祉の援助を必要とする

10 月 3 日(火)

人たちが、地域で安心して暮らせるように、
地域で活動している福祉団体・施設を支援
するために行われます。皆さまのご協力を
お願いいたします。
また、右記のとおり街頭募金を実施しま
す。当日一緒に街頭で募金活動をしていた
だけるボランティアも募集しています！
皆様からの応援をお待ちしています！！

場所
多摩センター駅
永山駅
聖蹟桜ヶ丘駅
唐木田駅
永山駅
多摩センター駅
★「キティちゃん」が参加
ｻﾝﾘｵﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞ～ｺｺﾘｱ多
摩ｾﾝﾀｰ前十字路付近にて
（雨天中止）
聖蹟桜ヶ丘駅
★「ヴェルディ君」が参加
(雨天中止）
多摩センター駅

問合せ・申込：東京都共同募金会多摩地区協力会（多摩市社会福祉協議会
☎０４２-３７３-５６１１

総務係）
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平成２９年９月 7 日(６)

9 月・10 月の出張相談
・日時：10 月 2 日(月)、10 月 16 日(月) 各 10:00 ～ 15:00
※9 月 18 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 福祉機器コーナー前
★場所が、3 階相談室前から福祉機器コーナー前に移りました。

地域の情報と催し
多摩ボラセンから
し
◆都身連第７ブロック講座
「ボランティア育成事業」
「多摩市総合防災訓練」に
車いす介助の街歩き体験を通じて、ボランティア活
多摩社協テントブースが出ます！
動者の育成を目的としています。
参加者１０人募集！！

＜第１回＞車いす操作体験講習会
※１０月２８日(土)のための事前講習会です。

災害ボランティアセンター
の紹介や「災害時要配慮者」
への支援に関する掲示や冊

日時：10 月 20 日(金) 13：30～15：30

子の配布など、テントにて

場所：総合福祉センター７階ボランティア活動室

行います。地域の皆さん、

講師：「男性ボランティア会議」会員

今年の総合防災訓練に

９月 23 日(土・祝)
15:00～17:00

ぜひご来場ください！

東愛宕中学校にて

※多摩ボラセン登録団体
＜第２回＞移動体験を通じて障がい者補助の

◆多摩・調布・府中ほっとハート多摩

基本を学ぶ
日時：10 月 28 日(土) 9：30～16：00(予定)

三市合同障害者施設などのオリジナル製品販売会

場所：国会議事堂見学および周辺散策

です。地場野菜・手工芸品やお菓子などの食品販

※交通費は全額支給。昼食代補助あり。

売、露店、ゆるきゃら大集合、パフォーマンスス

主催：NPO 法人多摩市身体障害者福祉協会

テージでの演奏など盛りだくさんで楽しみ満載で

協賛：東京都身体障害者団体連合会

す。ご来場、お待ちしております！

申込み：多摩ボラセン ☎042-373-6611

日時：9 月 23 日(土・祝) 10：00～16：00

問合せ：男性ボランティア会議(瀬野)

会場：グリナード広場

☎070-5028-1850

助成金情報

(京王・小田急永山駅前)
※今年も「タマボラ君」
参加します！！

※詳細は・申請書は HP にて
２０１７年度「元気シニア応援団体に対する助成活動」のお知らせ
高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活動に取り組んでいる団体に対し、
資金の助成を行うことで、地域福祉の一層の推進を図るものです。
●対象：高齢者を対象にした活動実績 1 年以上の民間非営利団体、ボランティアグループ、NPO など
●申込受付期間：９月３０日(土) まで
●申請・問合せ先：生命保険協会 広報部内「元気シニア応援活動」事務局 http://www.seiho.or.jp/

♪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

