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これまで水色用紙のモノクロ印刷だったボランティア通信が、遂にカラー印刷になりました！
今まで以上に読みやすく、8 ページになり情報も盛りだくさんで皆様にお届けします。乞うご期待！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多摩市でいつまでも元気に過ごせるよう、健康づくりと地域の活動の場を紹介する「60 歳をこえて
がんばるあなたに伝えたい」。そして、その活動の場のひとつ「ボランティア活動」をさらに詳しく紹
介する「シニアのためのボランティア・地域活動ハンドブック」。
合わせて読むことで、いきいきしたシニアライフを送れること間違いなし！

60 歳をこえてがんばる
あなたに伝えたい
生涯現役！いきいき手引き

ボランティア・地域活動
ハンドブック

beyond60

あなたにおススメの情報がここにある！
▶発行

シニア のための

多摩市役所

ひとりひとりにオーダーメイドボランティア

健康福祉部

▶発行

高齢支援課
(一社)多摩マイライフ包括支

多摩ボランティア・市民

援協議会(多摩市第１層生活支

活動支援センター

援体制整備事業受託者)
▶編集

多摩市まるっと協議体

[問合せ]多摩ボラセン

(第１層協議体)

☏ 042-373-6611
[問合せ]高齢支援課
☏ 042-338-6924
「知

る」⇒知ってほしい！多摩市で暮らすあな
たに将来のこと
「活動する」⇒これから始まる！身近な新しい活動
の場を紹介
「活躍する」⇒求む！豊かな経験と実績。あなたの
力を地域へ！
「相談する」⇒できます！あなたの悩み相談。
健康や介護など
市内各公共施設で配布予定です。

FAX 042-373-6629
ボランティアや地域活動のご紹介以外にも、
シニア世代をいきいき過ごす、情報とノウハウが
満載。すでにボランティア活動を始めている“セ
ンパイ”たちのインタビュー記事も参考になるは
ず！
ボラセン事務所などで配布しています。ボラセ
ンホームページでダウンロードも可能！
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コミュニティスペース
けんこう

「健幸つながるひろば」
が、もうすぐオープン！(6月予定)

運営にご協力いただける仲間を
大募集！
「こんなことをやってみたい！」

110

109

108

107

106

105

104

103

「こんなつながりができたらいいな！」というアイデア
「自由気ままに立ち寄れる場」
「世代を問わず交流できる場」

場所は、豊ヶ丘・貝取商店街です。
（多摩市豊ヶ丘４-２-５号棟下）

にしたいという思いをカタチにして、運営にご協力いただける仲間
を募集しています！
地域の新たなコミュニティスペースとして「健幸つながるひろば」
が豊ヶ丘・貝取商店街にオープンします。社会福祉法人楽友会が
居宅介護支援事業所を開所し、事業所に併設したスペースをコミュ
ニティスペースとして活用するために、多摩市社協が運営に協力し
ます。
このコミュニティスペースを、多くの方々のアイデアを取り入れ、地

写真は、あくまでイメージとなります。

域の皆さんと一緒に作り上げていきたいと考えています。
※ふくしだより 3 月号（令和 2 年 3 月 15 日発行）にて、4 月オープンとお知らせしましたが、新型コロナウィルスの関係
で 6 月のオープンを予定しています

問合せ 多摩市社会福祉協議会 まちづくり推進担当 ☏042-373-5616 FAX042-373-6629
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夏のボランティア体験 2020
参加者受け入れ施設・団体を募集！
7 月 21 日(火)から 8 月 31 日(月)まで「夏のボランティア体験 2020」を実施します。
昨年は小学生からシニア世代まで、446 人の方が
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・団体等を募集
します。
※募集詳細内容や提出書類はホームページに掲載
▶申込締切：４月２４日(金)

イラスト：笠井
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令和２年４月２日(3)

多摩ボラセンでは、ボランティア・市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成金を交付しています。
※新型コロナウイルス感染防止に伴う事業等の中止等を考慮し、助成金の申請期間を長く設定いたしました
申請期間の終了前に助成金の交付を受けたい場合は、個別にご相談ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▶助成対象：1.多摩ボラセン登録団体であること
※助成金申請と同時に団体登録申請も受け付けます
2.団体の会計等が円滑に行われていること等
▶申請詳細：多摩ボラセンのホームページ(http://www.tamavc.jp/)
をご覧ください。申請書のダウンロード可。

助成対象

助成上限額

1 ボランティア活動等の資質向上を図るために必要な経費

2万円

2 広く市民を対象にボランティア活動等の普及・啓発を目的に行う事業の経費

3万円

3 社会的・地域的課題解決のために行い、効果が期待できる事業の経費
4

10万円

設立２年目以内に登録団体となったものが、これから継続して行おうとする
ボランティア活動等を目的とした事業

5万円

昔あそびボランティア養成講座（けん玉編）終了
２月２９日(土)にけん玉プロコーチTouch（たっち）さんをお迎えし、昔あそびボランティア養成講座（けん玉編）
が終了しました。まずは、けん玉の基礎の三要素「持ち方」
「構え方」
「リズム」のマスターから。
けん玉を操るのに慣れて、全員で10級～1級の基本技に挑戦！最後まで残ったのが「けい」くん、2級世界1周を取
得！後半はけん玉を操作できない幼児や障がい者、高齢者にどう楽しんでもらうか、大勢の参加者にはどう対応するの
かなどその極意を学びました。けん玉は遊びの要素というよりも本気でやれば、まさにスポーツです。こま編はあいに
く実施することはできませんでしたが、状況が好転しましたら開講する予定でいます。どうぞお楽しみに！
のっかった！
やったぁ！

緊張したけど、なんとか
うまくいったぁ！
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ボランティア出張相談会 の ご案内
会 場

日 程

ボランティア活動を始める絶好の機会。右の表の日程で

貝取こぶし館

４月 21 日㈫

出張相談を行います。

トムハウス

４月 16 日㈭

愛宕かえで館

４月 27 日㈪

大栗川・かるがも館

４月 28 日㈫

ひじり館

４月 24 日㈮

永山公民館

４月 13 日㈪

二幸産業・NSP 健幸
福祉プラザ 6 階

４月 23 日㈭

春になり、気持ちも新たにチャレンジの季節到来！

ボランティアに関する相談、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、ならびに新年度の手帳の配布も行います。
どうぞお気軽にお越しください♪
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

※時間は 14：00～15：30。二幸産業・NSP 健幸福祉
プラザのみ 11：30～13：30

※諸事情(コロナウィルスなど)により中止となる場合もあります。下記にお問い合わせください
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

ボランティア保険加入のご案内
ボランティア保険
とは
保険期間

(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
(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

令和２年 4 月 1 日～令和３年３月３１日

加入できる ① 日本国内で行う活動
活動

② 無償の活動

左記①～③の全てに該当する活動であること。

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
※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
保険料

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

３００円

５００円

７００円

６００円

１，０００円

１，４００円

加入手続きは、①多摩ボラセン(ヴィータ・コミューネ７階）
②二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ３階・７階窓口
※コロナウィルスの関係で閉館となる場合があります。下記にお問い合わせください

問合せ 多摩ボラセン

☏０４２-３７３-６６１１

FAX０４２-３７３-６６２９
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令和２年４月２日(５)

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
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
施設などでボランティア活動をすること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しょう！

《毎月第 2 木曜日に説明会行っています》
▶日

時：４月 9 日、５月 14 日

14：00～ ※毎月第 2 木曜日

※参加希望の方は開催日の１ヶ月前～2 日前までに下記にお申し込みください
▶会

場：多摩ボラセン パソコン研修室

▶対

象：65 歳以上で、多摩市に介護保険料を納めている方

▶持ち物：筆記用具・介護保険被保険者証

平成 31 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、ポイント活用申請を希望される方は、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 31 年度にゃんともＴＡＭＡる手帳」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、介護保険被保険者証、振込先口座がわかるもの(通帳など)、はんこもお持ちください
【手続き場所】
① 多摩ボラセン窓口(ヴィータ・コミューネ 7 階)

令和２年度の手帳
は黄色です！

② コミセン等でのボランティア出張相談 ※４面参照
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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPO・ボランティア・市民活動 個別相談会
「会計について教えて！」「ＮＰＯ法人を立ち上げたい」など、団体の会計や運営や
NＰＯ法人の設立に
・ボランティア・ 市民活動 個別相談会
関わることなどのご相談を受け付けます。

・ボランティア・ 市民活動 個別相談会
▶日

時：４月 15 日(水)

▶会

場：多摩ボラセン 打合せコーナー

▶定

員：先着１日 2 組まで ▶申込締切：開催日の 7 日前まで(土日祝を除く)

▶対

象：既に活動しているＮＰＯ法人やＮＰＯ団体、ボランティア団体、これから団体の設立を

①10：00～

※11：00 の会は受付終了

予定している方など
▶相談員：内藤 純 さん〔公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー(CFP)〕
▶申込み：下記までお電話またはファックスで、参加者名(団体名)・連絡先・相談内容を
お知らせください。

問合せ 多摩ボラセン

☏０４２-３７３-６６１１

FAX０４２-３７３-６６２９

※諸事情(コロナウィルスなど)により休館で中止となる場合もあります。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！
～申込・問合せはお気軽に～
☎ 042-373-6611/ FAX 042-373-6629

令和２年4月2日(6)

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…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
たまりばらんど企画委員会

NEW!
1
場所:一ノ宮4-37-5
(桜ヶ丘一ノ宮集会所)

内 容・人 数

日 時

ふれあいおとなりサンデー(地 4月19日(日)
域交流イベント)でのお手伝い 10:30～14:30
(出店・輪投げ補助など)
3人

備 考
※大学生希望(高校
生可)

◎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
障がい者青年教室

NEW!

1
場所:永山公民館
(ベルブ永山)
☎337-6661
ＮＰＯ法人暉望(きぼう)
色えんぴつの家

2
場所:西永山福祉施設
多目的室(永山3-12-1)
ＮＰＯ法人
キャットセイビア

3
場所:落合1-19-16
-202
デイサービスセンター
青木葉カフェ

4
場所:落合2-6-3-1Ｆ

障がいのある方
(主に知的)とボラン
ティアが集うレクリ
エーション活動

備 考

①5月31日(日)
②6月28日(日)
③7月26日(日)
④9月6日(日)
⑤10月25日(日)
⑥11月22日(日)(遠足予定)
⑦12月20日(日)
(クリスマス会予定)
⑧令和３年2月14日(日)
(スポーツ大会予定)
⑨3月14日(日)
書道教室の準備、後片 ４月1５日(水)
付けなどの補助作業。 14:00～16:00
(書道の先生がいます
※第1・第3水曜日を予定
ので、指導する活動は
ありません)
2～3人

※日程は予定です
※高校生以上
※交通費程度支給
※問合せ・申込は永
山公民館へ

≪猫に関する継続ボランティア≫
猫の送迎、保護猫の一時預かり、野良猫の捕獲(罠を仕
掛ける)、ミルクボランティア、譲渡会のお手伝い、チ
ラシ配布ほか
※毎月定例会を落合1丁目の たまねこ で行って
います。皆様のご参加をお待ちしています！
何人でも
デイサービスセン
ターにおける昼食・夕 月～金曜日(祝祭日含む)
食の準備、後片付け等 ①11:30～13:00
(もしくは12:15迄)
各曜日1～2人
②17:00～18:00

※いずれか1つ以上
できる方
※猫好きな方！
※日時応相談

※高齢者、障がい者
に理解のある方

※月2回以上できる
方
※資格、経験不問
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令和２年4月2日(7)
※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

①4月11日(土)
東京ヴェルディホームゲー
11:10集合
ムでの車椅子来場者の付添
②4月19日(日)
い(受付・会場案内等)

東京ヴェルディ

③4月29日(水・祝)

5

④5月3日(日・祝)
場所:味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩
５分

②～④10:10集合
(c)TOKYO VERDY

※コロナウィルスの関
係で中止になる場合
があります

⑤５月９日(土)
12:10集合

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８日・15日、5月13日
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)

多摩ボラセン
☎373-6611

※第1･2･3水曜日(祝祭日は休み)
★多摩市視覚障害者協会「歩こう会」の活動の参加者は、広く募集しないことになりました。

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。
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。
※お申込みは不要。下記時間内にご来所ください。先着順に対応いたします
※★印は障がい者向けパソコン相談会です。下記へお申込みが必要です
☎ 042-356-0307(法人管理課 センター係)
PCティーチャー（Word,Excelなど）
3

金

夢のマネジメント社

7

火

多摩生活サポートセン
ター

9

木 シニアＩＴクラブ

14 火

夢のマネジメント社
パソコンボランティア
多摩

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

多摩生活サポートセン
ター

17 金

夢のマネジメント社

21 火

多摩生活サポートセン
ター

23 木 シニアネットクラブ

パソコンボランティア
28 火
多摩

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

◆１５：３０～１７：３０

24 金

5
月

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１3：００～１5：００

10 金
4
月

PCトラブル(ソフトのインストール、トラブルやハード面)

夢のマネジメント社
１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

多摩生活サポートセン
ター

1

金

夢のマネジメント社

8

金

夢のマネジメント社

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

～生きる喜び広げよう

第３７２号

心の絆深めよう～

令和２年４月２日(８)

地域の情報と催し
◆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。
開催日

時

間

内 容

5月12日(火)

10：00～12：00

子どもたちの今と子育て支援の必要性

13：00～15：00

提供会員の活動について

5月14日(木)

13：00～15：00

子どもの健康について

5月20日(水)

9：15～12：30

会 場

永山公民館
（ベルブ永山）
3階講座室

普通救命救急講習（教材費1500円）

13：30～15：30

子どもの理解と遊び方

▶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 ▽保育：1歳6か月以上、5人(申込先着順) おやつ代100円
▶申込・問合せ：多摩市ファミリー・サポート・センター
※詳細はホームページ(http://famisapo.tama.jp/)をご参照ください
☎ 042-357-5105(日曜日､祝日を除く10時～17時)

◆多摩市役所より令和2年度業務受託者募集のお知らせ
▶内 容：「令和２年度 食品スクリーニング検査業務委託」の受託者募集
▶仕様書配布期間：４月２日(木)9時～４月８日(水)16時 ▽見積書の提出期限：４月14日(火)16時
▶問合せ・見積書の提出先：多摩市環境部環境政策課 ☎042-338-6831

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！

◆みずほ教育福祉財団

第37回

老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業

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および地域共生社会の実現につながる活動を
行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する用具・機器類の
取得資金を助成します。
▶締 切：令和2年5月22日(金)必着
▶応募要領・申請書はホームページ(http://www.mizuho-ewf.or.jp/)を参照ください
▶問合せ：みずほ教育福祉財団 福祉事業部 ☎03-3596-4532 FAX 03-3596-3574
Eメール FJP36105@nifty.com

多摩ボラセンより お礼とお詫び
多摩ボラセンは、コロナウィルス拡散防止のため、３月２日(月)から15日(日)まで、臨時休館となり
ました(部屋貸し等の事業は、３月27日(金)まで中止)。
３月17日(火)より多摩ボラセン窓口は再開いたしましたが、ご利用の皆様には大変ご不便、ご迷惑を
おかけしております。皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
外出時のマスクの着用はもちろん、うがい・手洗いをこまめに行って、コロナウィルスに負けないよ
う世界中の人たちと一緒に頑張りましょう！

タマボラ君

♪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

