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暖かくなり、「何か始めたい！」と思っている

風船で作ったタマボラ君

方も多いのではないでしょうか。

ボランティア団体「風船

「こんなことができるけど、ボランティアで活

隊バルバル」さんの作品

かせるかしら？」という方も、ぜひボラセンへ。

です。風船でボランティ

年齢不問！アナタの新たな活動を応援します！

ア活動！子ども達にも

多摩市内で出張相談もやっています。☟

大人気です。

「ボランティア出張相談会」を実施しますよー！
ボランティアに関するご相談、ボランティア保険の加入手続きの他、「にゃんともＴＡＭＡるボラン
ティアポイント」の登録受付、ならびに今年度の手帳の配布(登録されている方のみ)など、お気軽にお越
しください。※時間は全て 14:00～15:30
場

所

実施日

場

所

実施日

場

所

実施日

ひじり館

4 月 13 日(金)

永山公民館

４月 17 日(火)

貝取こぶし館

4 月 24 日(火)

総合福祉センター３階

4 月 16 日(月)

トムハウス

4 月 19 日(木)

かえで館

4 月 26 日(木)

二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ（総合福祉センター）での
‘毎月’ボランティア出張相談の時間と場所が変更になります
4 月は 26 日
です！

日時：第

4 木曜日 11:30～13:30

場所：６階老人福祉センター

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

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆単発&継続ボランティア募集中！……………………２・3 面
◆今月のボランティアポイント説明会は 12 日(木)………４面
◆平成 30 年度ボランティア保険の加入を忘れずに！……４面
◆「夏ボラ２０１８」体験受入施設・団体を募集！………５面
◆３．１１災害啓発講演会の開催報告………………………５面
◆多摩社協&民間助成金の募集情報…………………… ５・６面
◆子育てを地域で支えよう！「市ファミサポ」講習会……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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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３０年４月５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
ガーデンシティ多摩
昔遊びコーナー
5月3日(木・祝)～
センターこどもまつり (竹馬・たけぼっくり遊 5日(土・祝)
1 2018
びなど)の手伝い
10:00～17:00

備 考
※交通費支給

会場:多摩中央公園
N E W ! 担当:男性ボランティア
会議

各日 数人
多摩市視覚障害者福祉 ①総会開催の会場設営
協会
②聖蹟桜ヶ丘駅から
2
ヴィータ8階まで視覚
場所:関戸公民館８階大会 障がい者の方の誘導
議室
１～２人

5月26日(土)
11:50～16:15

※交通費500円支給
※総会(13:00～
14:50)の間は自由
時間

◎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:貝取～豊ヶ丘

啓光学園
2

場所:和田1717

内 容・人 数

日 時

※障がい児(情緒)へ
の理解がある方

①散歩の付添い
①月曜日
②マラソンの付き添い
9:30～11:00頃
②土曜日
若干名
9:30～11:00頃

※オリエンテーシ
ョン(研修)あり
※知的障害者への
理解がある方

トレーニングスタジオ 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム の ①月・木
お手伝い(見守り、会場
11:00～12:15
3 est(エスト)
の準備・片づけ)
②火・金
場所:諏訪3-14-10-1F

まんまるぱ～る
4

場所:コレクティブハウス聖
蹟1Fコモンスペース
月1回開催(会場適宜変更あ
り)

東京ヴェルディ
場所：
①味の素フィールド西が丘
都営地下鉄三田線本蓮沼駅
5 徒歩１０分
②～③味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分

備 考

①新1年生の学童クラブ 曜日、時間のスケ
への送り(貝取小学校か ジュールは4月以
ら豊ヶ丘学童クラブへ)
降決定(週1回以上)
２～3人

2人
①調理補助・食器洗浄
②会場設営・受付
③ホール・盛り付け・
撮影
④片づけ・洗浄
何人でも
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)

(c)TOKYO VERDY

※60歳代以下の方
※交通費等自己負担

9:30～10:15

4月17日(火)
※地域活動に関心
18:30～
のある方
活動時間は内容によ ※年齢不問、学生可
って要相談
※時間帯により食
事付
①4月21日(土)
11:20集合
②5月３日(木・祝)
10:20集合
③５月６日(日)
10:20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
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平成３０年４月５日(３)

市内高齢者施設
6

歌や楽器演奏

場所：諏訪

個人依頼
場所:総合福祉センター

7 5階水浴訓練室

※6月以降の活動にな
ります。

第4日曜日
14:30～15:00

水浴訓練の介助及び
見守り
女性限定1～2人

毎週月曜日
10:0０～11:00

※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

参 加 者 募 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

費 用

問合せ先

４月 11 日・18 日・５月２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)

100円
(お茶代)

多摩ボラセン
☎373-6611

４月 25 日(水)10:00～16:00
集合・解散：永山交番前
行先：さくらや(川崎市麻生区)

食事代
交通費

斉藤
☎371-1768

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。

～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)

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。
※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・パソコン相談会です。
★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
PCティーチャー（Word,Excelなど）
6

金

10 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

12 木

１3：００～１5：００

PCトラブル（ハード面での相談）

１０：３０～１２：００
夢のマネジメント社
１３：００～１４：３０
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
多摩
１３：００～１４：３０
シニアＩＴクラブ

13 金

夢のマネジメント社

4
17 火
月

多摩生活サポートセンター
１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０ 夢のマネジメント社

20 金

5
月

24 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

パソコンボランティア
多摩

26 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

27 金

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

1

火

8

火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

多摩生活サポートセンター

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

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

第３４８号

～生きる喜び広げよう

心の絆深めよう～

平成３０年４月５日(４)

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」のご紹介
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)は、指定された多摩市
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。ボランティアライフを一緒に楽しみませんか！！

《毎月第 2 木曜日に説明会行っています》

☞問合せ：多摩ボラセン
☎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(４月⇒４月 12 日、５月⇒５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：多摩ボラセン打合せコーナー(ヴィータ・コミューネ 7 階)

平成２９年度分のボランティアポイント活用申請が始まりました！
スタンプが１０個以上貯まっていて、ポイント活用を希望される方は、所定の「多摩市介護ボランテ
ィアポイント活用申請書」と「平成２９年度にゃんともＴＡＭＡる手帳」(ピンク色の表紙)を添えてご
提出ください。後日、多摩市より交付金が振り込まれます。

※上記書類以外に、振込先口座がわかるもの(通帳など)と印鑑もお持ちください。
「平成３０年度にゃんとも TAMA る手帳」とボランティア保険の手続きも、ご一緒にどうぞ。
【手続場所】①多摩ボラセン窓口(ヴィータ・コミューネ 7 階)
1 面をご
参照くだ
さい。

②地域のコミセン等でのボランティア出張相談

平成 30 年度の手帳
はうぐいす色です！

③二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ(総合福祉センター)での出張相談
※3 階・7 階事務室ではポイント活用申請はできません。

※「ポイント活用申請」は多摩市 高齢支援課 介護予防推進係でも受付。

タマボラ君

安心してボランティア活動をしていただくために…

忘れずに、今年度のボランティア保険に加入しましょう！
① ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした場合（傷害補償）
② ボランティア活動中に他人に損害を与え、損害賠償問題が生じた場合（賠償責任補償）
4 月以降の途中加入も出来ますが、適用期間は翌年の 3 月 31 日までとなります。
保険期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日
① 日本国内で行う活動
② 無償の活動
加入でき
③ 個人の自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする活動
る活動
※活動中及び活動を目的とした移動中の経路も保険の適用範囲に含まれます。
※上記に該当する活動でも保険対象外の活動も有りますので、ご注意ください。
年間
Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン 天災Ａプラン 天災Ｂプラン 天災Ｃプラン
保険料
３００円 ５００円 ７００円 ６００円 １，０００円 １，４００円
【申込受付窓口】①多摩ボラセン(ヴィータ・コミューネ７階)
②ボランティア出張相談時(1 面を参照)
③二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ(総合福祉センター)
３階・７階事務室(多摩市社会福祉協議会窓口)
【加入手続に関する問合せ】多摩ボラセン ☎042-373-6611
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平成３０年４月５日(５)

☞問合せ ☏０４２－３７３－６６１１

多摩ボラセン新規団体登録を随時受付中！

タマボラ君

地域でボランティア・市民活動を展開していきたいとお考えの方、多摩ボラセンへ新規登録を
してみませんか！登録することで、活動に対する支援も行っています。登録の相談・受付は年度
内のいつでも行いますが、下記助成金を希望される場合は、助成金申請の段階で、登録団体であ
ることが要件となりますので、ご注意ください。

その②

今年度ボランティア活動等振興助成金申請を受付中です！

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、対象となる事業に対し助成金を交
付し、活動の一層の推進が図れるよう支援を行っています。平成 30 年度の助成金募集は、下記
の通りとなりますので、助成金活用をお考えの方、この機会をお見逃しなく！
●申請できる団体：
(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であること
※現在登録団体でない団体も、助成金交付申請と同時に団体登録申請も受付します。
(２) 団体の会計事務が円滑に行われていること
●提出期間：４月２７日㈮まで(※郵送の場合も２７日必着)
●申請書類提出先：多摩ボランティア・市民活動支援センター
住所 〒206-0011 東京都多摩市関戸４－７２ ヴィータ・コミューネ７階
◆共通事項
・団体登録、助成金交付申請には、それぞれ所定の申請用紙、並びに添付書類の
提出が必要になります。また、提出の際に窓口にて申請内容の確認、聞き取り
をさせていただきます。
・申請用紙は多摩ボラセン窓口、ＨＰ(http://www.tamavc.jp/)からも入手可能。

平成３０年７月２１日(土)から８月３１日(金)まで、「夏のボランティア体験 2018」を開催します。
昨年は小学生からシニア世代まで、３３９名の方がボランティア体験に参加されました。ボランティア
活動のきっかけとなる「夏のボランティア体験」参加者を受け入れてくださる施設・団体・グループ等
を募集します。※募集詳細内容や提出書類はＨＰ(http://www.tamavc.jp/)に掲載。

●受入施設申込締切：４月２０日(金)

３．１１災害啓発講演会「教訓と経験から学ぶ災害への備え」
東日本大震災から７年が経ちました。被災地への思いとともに、
各地で起こる災害から学んだことを活かし、ひとりでも多くの皆さ
んが地域でできることを考え始めるきっかけとなるよう、３月１１
日(日)に関戸公民館ヴィータホールにて、講演会を開催しました。
国士舘大学防災・救急救助総合研究所研究員の永吉英記さん、災
害ボランティアネットワーク鈴鹿の南部美智代さんのお話は、堅苦
しい雰囲気を抜きに、時に笑いを誘う内容で 2 時間があっという間
でした。午後 2 時 46 分の発災時に、100 人以上の参加者ととも
に 1 分間の黙とうを行い、復興への祈りを捧げました。
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平成３０年４月５日(６)

地域の催し情報 ※記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ
◆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
場 所
5月16日(水)
10:00～12:00
永山公民館(ベルブ永山)
5月22日(火)
9:15～12:30、13:30～15:30
3階 講座室
5月24日(木)
10:30～12:30、13:30～15:30
・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)
申込/問合せ：多摩市ファミリーサポートセンター
・保育：1歳６ヶ月以上、5人(申込先着順)
☎042-357-5105
・費用：100円(おやつ代)
※詳細はHPを参照(http://famisapo.tama.jp/)
(日曜日、祝日を除く10時～17時)

助 成 金 情 報 ※詳細・申請書は主催団体のHPにて
◆平成30年度「福祉団体補助金」の申請に
ついて

◆第35回「老後を豊かにするボランティア活
動資金助成」

市内の福祉団体を対象に、団体の自立促進と地域
福祉の充実を目的とした補助金の交付を行います。
・申請書配布：4月2日(月)より配布開始
・提出期限：5月31日(木)までに、二幸産業・ＮＳ
Ｐ健幸福祉プラザ(総合福祉センター)3階窓口へ
提出(※郵送不可)
・問合せ先：多摩市社会福祉協議会 法人管理課
センター係
☎042-356-0307 FAX 042-356-1155

高齢者を主な対象として活動するボランティア
グループに対し、使用する用具・機器類の取得資
金を助成します。
・申込締切：5月25日(金)
・申込方法：指定の申請書に記入の上郵送
・問合せ先：みずほ教育福祉財団 福祉事業部
☎03-3596-4532 FAX 03-3596-3574
Email：FJP36105＠nifty.com
※詳細はHP(http://www.mizuho-ewf.or.jp)

◆第17回トム・ソーヤスクール企画コンテスト
子どもたちが参加する自然の中の体験活動で、独創性に富んだ自然活動を募集し、優れた企画の実施を
支援します。(申込期限は5月17日(木)まで) ※詳細はHP参照(http://www.shizen-taiken.com/)
問合せ：(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団 担当 荒金・土師
☎072-752-4335 FAX 072-752-2473

多摩ボラセンへのご寄附

(３月３１日まで)

◎ボランティア・市民活動推進のための指定寄附(３月１日～３１日受付分)
つるし飾り雛の会 様
２０，０００円
東京海上日動システムズ株式会社 様 ５４，０００円 (たまボランティアギフトとして)
多摩市社会福祉協議会職員共済会 様 １５，５００円 (たまボランティアギフトとして)
◎ボランティア基金へのご寄附
多摩ボラセン窓口募金箱
５，０５７円 (平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日)
皆様のご厚意に感謝申し上げます。頂きましたご寄附はボランティア・市民活動のために
役立てられています。

多摩ボラセンより
 職員人事について 右田

祥子(退職)

平成 24 年 11 月、多摩ボラセンが関戸に移転してから、5 年５ヶ月、勤務してまいりました。
その中で、ボランティア・市民活動に取り組んでいる皆様の活気と熱意からたくさんのことを
学ばさせていただきました。ここで出会えた皆様に感謝し、お礼を申し上げます。

☞ボランティア通信５月号の発行日は、５月８日(火)となります。ご了承ください。

