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☆ボラセントピックス☆
◆単発&継続ボランティア募集中！/会員、参加者募集…………………２・３面
◆第 10 回ボランティアまつり～ボランティア・地域活動見本市～
協賛パートナー募集中………………………………………………………４面
◆「平成 29 年度にゃんとも TAMA る手帳」活用申請の締め切り………５面
◆ボランティア活動等振興助成事業のご案内…………………………………６面

無料通話・無料メールスマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ」で、タマボラ君のスタンプができました。
「ボランティアしよう」などボラセンならではのスタンプもあります。
多摩市在住のイラストの得意な平田真利恵さんが、かわいらしい、時にシリアスなタマボラ君をつくっ
てくださいました。
あなたも得意なこと
でボランティア活動
してみませんか？
ぜひ、多摩ボラセンに
ご相談を！

☆スタンプの買い方☆
1.無料通話・無料メールスマート
フォンアプリ「LINE」を起動し、
スタンプショップを押します。
2.「多摩ボラセン」と検索します。

平田さんとタマボラ君
平田さんとタマボラ君

3.「クリエーターズ」を押します。
4.その中から、「タマボラ君～多摩
ボラセンのキャラクター～」を選
択後、「購入」に進み、購入して
下さい。

こんな
スタンプ
あるよー

※LINE スタンプの売上は、多摩ボラセンのボランティアや市民活動に関する事業の財源に使用いたします

問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター
☆価格は、３２種類１２０円
（５０コイン）です。
☆ＱＲコードからも読み込
めます。

☎042-373-6611

FAX042-373-6629
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ボランティアさん 出番です！
～申込・問合せはお気軽に～
☎ 042-373-6611/ FAX 042-373-6629

平成３０年１１月１日(２)

他にも活動先がたくさんあります。
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
依頼先・活動場所
地域ささえあい募金
N E W ! (歳末たすけあい運動
街頭募金活動）

1 担当:多摩市社会福祉協議会
総務係

N E W ! ＮＰＯ法人多摩市障害
者福祉協会

2 場所:パルテノン多摩
市民ギャラリー
(多摩市落合2-35)

内 容・人 数

日 時

●永山駅
12月5日(水)10:00～11:00
12月10日(月)11:30～12:30
●唐木田駅
12月５日(水)８:00～９:00
●聖蹟桜ヶ丘駅
12月6日(木)15:00～16:00
12月14日(金)11:00～12:00
●多摩センター駅
12月11日(火)12:00～13:00
●落合商店街
12月12日(水)16:00～17:00
※各日、何人でも
第28回多摩市障がい
12月９日(日)～
者美術作品展での受付
16日(日)の8日間
・来場者数のカウント
・作品、会場内の見守 ①9:50～12:40
り、出展者へのメッ ②12:40～15:30
セージ記入のご案内 ③15:30～18:20
等
各コマ1人

備 考
※各自で防寒対策をお願
いいたします

※先の日程のうち都合の
良い日時で
※最終日は15:00まで

◎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
みらいの会

内 容・人 数
みらいの会の(認知症)
当事者のサポート

日 時
毎月第３水曜日
13:30～15:00

1 活動場所:関戸4-72
ヴィータ・コミューネ
活動交流室

自立ステーションつばさ
2
活動場所;応相談

東京ヴェルディ

3人
高校2年生のマラソン
の伴走ボランティア
若干名

東京ヴェルディホーム 11月11日(日)
ゲームでの車椅子来場 9:10集合
者の付添い (受付・会
場案内等)

3
場所:味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩５分

平日15:00以降
土曜日9:00～18:00

(c)TOKYO VERDY

備 考
※当事者(認知症)の
方と一緒に楽しん
で過ごして頂ける
方
※適度な距離を取れ
る方
※知的障がいに理解
のある方
※時間応相談
※継続して活動でき
る方
※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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平成３０年１１月１日(３)

私たちといっしょに読み聞かせのボランティアをしませんか。

会

員

募

集

ひなの会
(多摩ボラセン登録団体)
活動場所:多摩市内の保育園、学
童保育、図書館、高齢者施設等

どうぞ定例会の様子を見学にいらしてください。
絵本の読み聞かせボラ
ンティア

何人でも

定例会:毎週木曜日
・各施設での活動日時
10:00～12:00
は、定例会でお知ら
二幸ＮＳＰ・健幸福祉プ
せします
ラザ(総合福祉センタ
※ボランティアポイ
ー)7階 ボランティア活
ント登録施設での
動室にて
活動もあります

参 加 者 募 集
団 体 名

日時・会場

スペース・ひなた

11 月 7 日・14 日・21 日・12 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
関・一つむぎ館(健康センター3 階)

費 用

問合せ先

100円
(お茶代)

多摩ボラセン
☎373-6611

交通費
昼食代

斉藤
☎371-1768

※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。

11 月 28 日(水)10:00～15:00
集合・解散：永山交番前
行先：浄慶寺(川崎市麻生区・羅漢像)

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、多摩市社会福祉協議会 法人管理課 センター係
☎０４２-３５６-０３０７まで。
PCティーチャー（Word,Excelなど）

11
月

2

金

6

火

7

水

9

金

PCトラブル（ハード面での相談）
１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１３：００～１５：００

シニアＩＴクラブ

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

16 金

１４：００～１６：００

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
シニアＩＴクラブ
夢のマネジメント社

20 火

12
月

多摩生活サポートセンター

22 木

◆１5：3０～１7：3０

27 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

4

火

7

金

多摩生活サポートセンター

夢のマネジメント社

13 火

30 金

夢のマネジメント社

シニアネットクラブ
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
１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

多摩生活サポートセンター
夢のマネジメント社
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平成 30 年１1 月 1 日(4)

平成 31 年 1 月 26 日(土)１３：００～１６：３０(予定)
ヴィータ・コミューネ 8 階フロア

開催にあたり、協賛パートナーを現在募集しています。ご協賛いただいた金品は、本イベント
内で活用させていただきます。来場された方への冊子などに、協賛パートナーのご紹介(広告掲
載等)もさせていただきます。申込の詳細など下記までお問合せ下さい（当センターHP でも公開
中！ http://www.tamavc.jp/）。

▽申込・問合せ

多摩ボラセン

☎042-373-6611

Fax 042-373-6629

●第 10 回ボランティアまつり～ボランティア・地域活動見本市～とは…
多摩市内で活動をするボランティア、地域活動、市民活動団体と、何か始めてみたい
市民の皆さんが出会い、その後の活動に参加していくための機会です。従来の「ボラン
ティアまつり」から、今回イベントの趣旨・内容をリニューアルして開催いたします。

９月 11 日(火)から９月 13 日(木)にかけて、当センター職員が、７月の豪雨で大きな被害を受けた岡山
県倉敷市の災害ボランティアセンター(以下、災害ボラセン)で支援活動を行いました。
主にボランティア受付のお手伝いをさせていただきました。この日は 500 人
近いボランティアが、被災地で活動を行っていました。
受付業務を支援している時に気づいたことは、災害ボラセンの受付からボラ
ンティアの誘導、ボランティアの送り出しや迎え入れなどのスタッフとして、
多くの倉敷市民の皆さまが関わっていたことです。
多摩市が大災害に見舞われた際も、災害ボラセンが立ち上がります。
ボランティア受付の様子
そして災害ボラセンの運営には市民の皆さまの力が必要となります。
多摩市社協では、11 月 25 日に災害ボランティアセンター設置・運営訓練の参加者を募集しています。
是非ご協力ください。

日時 11 月 25 日(日) 13:00～17:00
場所 二幸産業・NSP 健康福祉プラザ(多摩市総合福祉センター)
募集 ①災害ボランティア役(多摩市にボランティアに来た想定で、復興ボランティア活動を行う。
※実際の活動は行いません)
多くの倉敷市民が災害ボラセンの運営支援を行っていました。
②被災者役(実際に被災した想定で、「ニーズ(困りごと)」を災害ボラセンのスタッフに伝え
る。)
▽申込・問合せ 多摩ボラセン ☎042-373-6611 Fax 042-373-6629
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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。
☟≪説明会≫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

問合せ、説明会申込みは、
多摩ボラセンへ
☎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(11 月⇒11 月 8 日、12 月⇒12 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

【ツクイ多摩センター

デイサービスセンター】

住所：多摩市豊ヶ丘 1-59-15 多摩センター駅から徒歩１０分
サンリオピューロランド裏手にあり、50 名定員のデイサービスセンターで、常時 40 名前後の利用
者さんが通われています。１階にお風呂と厨房、２階がオープンタイプのフロアになっていて、リハビ
リスペースも備わって広々としていました。
午前中の入浴タイムは多くの利用者さんで１階は大忙し！
午後から様々なレクリエーションで盛り上がっています。レクリ
エーションの積み重ねによって、職員全員が楽器演奏をできるよ
うになったそうです。ボランティアさんと一緒に作った折紙・絵手
紙・書道など多くの作品がフロア中に飾られてとっても素敵でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前中の入浴サービスをサポートしてくださるドライヤーかけ
のボランティアさんを募集しています！継続して活動できる方大歓迎！！

「平成２９年度にゃんとも TAMA る手帳」
活用申請の締め切り

トピックス

「平成 29 年度手帳」(平成 30 年 3 月 31 日までに活動した分)に押印されたスタンプの換金の申請(活用
申請)の受付は、12 月 28 日(金)までです。翌年１月以降は申請出来ません。ご注意ください！
♥申請に必要な物：「平成 29 年度にゃんとも TAMA る手帳」・介護保険被保険者証・はんこ・振込口
座が確認できるもの
♥申請先：多摩ボラセンもしくは多摩市役所高齢支援課介護予防推進係(市役所本庁舎１階)

平成29 年度はピンク色の
手帳です！

多摩ボラセンより

★今年も大掃除やります★

永山分室の活動室と会議室の大掃除を１２月４日(火)９時３０分から集合して行います。例年通り、蛍光灯
交換や窓ふきなど皆様のご協力お願い致します！ご協力いただける方は、ボラセンまでご連絡ください！
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11 月・12 月の出張相談
・日時：11 月 22 日、12 月 27 日

11:30～13:30

★毎月第 4 木曜日です。
・場所：二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ(総合福祉センター)6 階老人福祉センターラウンジ
★平成 30 年度 4 月より出張相談の日程及び場所を変更しています。

地域の情報と催事 ※記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ
多摩市社会福祉協議会ボランティア活動等振興助成事業

多摩市社会福祉協議会ボランティア活動等振興助成事業

多摩市要約筆記サークル主催

傾聴ボランティアグループ「福寿草」主催

◆傾聴入門講座～聞き上手を目指して～
毎日の何気ないコミュニケーションにこそ、「傾
聴」が活用できます。聞き上手を目指しましょう！
日時：12 月 16 日(日) 13:30～16:00
会場：多摩市関戸公民館 大会議室
(ヴィータ・コミューネ８階)
講師：澤村直樹氏(心理カウンセラー)
対象：市内在住、在勤、在学の方
定員：50 人(申込み先着順)

受付 11/7

費用：500 円(資料代等)

スタート

申込・問合せ：多摩ボラセン

助成金情報

☎042-373-6611

◆「聞こえにくさへの理解と
コミュニケーションのコツ」
聞こえに不便を感じている人、そのご家族、友人
など聞こえない人と接する機会が多く上手なコミュ
ニケーション方法を知りたい人、必見です！
日時：12 月８日(土) 13:30～15:30
会場：グリナードホール (グリナード永山 5 階)
講師：天野京子氏(言語聴覚士・足立区障がい福祉
センターあしすと「聞こえの相談」担当
対象：テーマ・内容に興味のある方、どなたでも
定員：30 人(申込み先着順)
申込：多摩ボラセン ☎042-373-6611
問合せ：多摩市要約筆記サークル 伊藤
☎090-3816-5836

※詳細は、直接問合せ先まで

平成 31 年度(公財)東京市町村自治調査会広域的市民ネットワーク活動等の助成団体募集
市町村のワクを越えて行われる多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事業の経費の一部を
助成します。
助成条件・助成率など、
説明会：11 月 9 日(金) 18:00 から (要申込)
詳しくはこちらにお問
説明会会場：多摩交流センター(府中駅北第 2 庁舎 6 階)府中市寿町 1-5-1
い合わせください。
申請期間：11 月 5 日(月)～12 月 3 日(月)
問合せ：(公財)東京市町村自治調査会事業部企画課 ☎042-382-7781

2019 年度助成プログラム B「食を通した居場所づくり支援」

キユーピーみらいたまご財団

食を通した居場所づくりを行う公益的な団体の開設費用や備品購入等を支援します。
スタートアップ助成は、2018 年 4 月以降に活動を開始した団体が対象です。
対象期間：2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
応募締切：11 月 30 日必着
問合せ：一般社団法人全国食支援活動協力会 ☎03-5426-2547(受付は平日 10:00～17:00)

♪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

タマボラ君

〒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

