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ボラセンＨＰ用
ＱＲコード

ＮＨＫ学園「傾聴講座」の監修者である澤村直樹先生による“本格的”
な傾聴の連続講座です。家族や友人などの日常生活の人間関係にも活かせ
る傾聴のノウハウを 4 回に分けてじっくりと学びます。本物の傾聴を学ぶ
絶好の機会です！あなたも“傾聴”でボランティアしてみませんか。

●日時：平成 31 年 2 月 13 日・

3 月 6 日・13 日・20 日
(全 4 回水曜日) 9：00～12：00
●場 所：二幸産業・ＮＳＰ健幸福祉プラザ
(多摩市総合福祉センター) 7 階研修室
●参加費：5,０００円(全４回分)※講座初日にお持ち下さい
●申込み・問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター (小田急線唐木田駅より徒歩 8 分)
TEL：０４２－３７３－６６１１ FAX：０４２－３７３－６６２９

♥自分のやりたい「何か」、できる「何か」がここにある！！

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS ☆ ★
◆「ボランティア・地域活動見本市」のご案内………… ２面
◆ボランティアが集まるプログラム作りのコツ………… ２面
◆コミュニティ起業塾参加者募集中……………………… ３面
◆単発・継続ボランティア募集……………………… ４・５面
◆地域の情報と催事民間助成金の募集情報……………… ６面
◆多摩ボラセンからのお知らせ…………………………… ６面

LINE STOREから→
購入できます
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多摩市防災安全課/多摩ボランティア・市民活動支援センター共催事業

平成３０年度第２回自主防災組織リーダー研修会・市民防災講演会
「首都直下地震への備え～避難所開設・運営の事例と地域連携のあり方～」

災害時に避難所を円滑に開設・運営するために、地域では何を準備し、どのよう
な訓練をすればよいのか、一緒に考えませんか。
時：１月１９日(土)９：３０～１２：１０ ※受付９：１０～
所：永山公民館ベルブホール(多摩市永山１－５)
容：第１部 池上三貴子氏(公益財団法人市民防災研究所 理事・特別研究員)による基調講演
第２部 パネルディスカッション【池上三貴子氏、阿部裕行(多摩市長)他】
※手話通訳・要約筆記あり
定 員：１３０人(先着順)※事前申込みはございません。当日直接会場へお越しください。
問合せ：多摩市総務部 防災安全課 TEL０４２－３３８－６８０２
日
場
内

施設ボランティア受入れ担当者研修会＆情報交換会

「ボランティアが集まるプログラム作りのコツ」
新たに活動するボランティアさんは増えていますか。
あなたの施設で活動してみたいと思ってもらえるプログラムを作ってみませんか。
日 時：２月１５日(金)１３：３０～１６：３０
場 所：二幸産業ＮＳＰ・健幸福祉プラザ(多摩市総合福祉センター)７階研修室
内 容：[講義] [グループワーク(プログラム作り)] [講評・まとめ]
定 員：４０人(申込み先着順)
参加費：無料
講 師：妻鹿ふみ子氏(東海大学健康学部健康マネジメント学科 教授)
対 象：市内及び近隣の福祉施設、NPO 団体等のボランティア受け入れ担当者
申込み・問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター
TEL０４２-３７３-６６１１ FAX０４２-３７３-６６２９

♥自分のやりたい「何か」、できる「何か」がここにある！！

第１０回ボランティアまつり

事前申込不要。特設ブース・
TFPP ともに当日出入り自由！

20 以上の団体が
特設ブースでお待
ちしています！

「自分の暮らす多摩市で何か活動をしたい！」「自分にもできることがあるかな？」とお考えの方は、
この機会に市内のボランティア・市民活動団体と出会えるチャンスです！
様々な分野の活動を知るだけでも良し、各団体と個別に話したり相談したりするも良し！
シニアの方、経験を活かしたい方、皆さん是非ぜひお越しくださいませ♪

♦自分の“健幸”を知ろう！ＴＡＭＡフレイル予防プロジェクト(TFPP)も同時開催
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参加者
募集！
生活環境の変化、長寿化の進展などで新しい生活課題が現れています。それらを解決しようと各
地で様々な事業や活動がうまれています。住みよい環境をつくっていくため、ひとや団体とつなが
り、継続した活動を目指すコミュニティビジネスを企画してみませんか。

日
第１回
第２回
見学日
第３回
第４回
◆時
◆定
◆講

◆主

時

２月１６日(土)
２月２３日(土)
３月 ８日(金)
３月１６日(土)
３月２３日(土)

講座のテーマ
コミュニティビジネスの先行事例に学び、成功するための条件を理解する
地域資源の活用法を学び、自分のアイディアを具体化する
事業所現地見学(希望者)
コミュニティビジネスの実現に向けた事業計画の作成
コミュニティビジネスの実現に向けた事業計画のまとめ

間：各回とも１３：３０～１６：３０
申込・問合せ：関戸公民館
員：３０人(申込先着順)
☎０４２－３７４－９７１１
師：堀池 喜一郎さん(好齢ビジネスパートナーズ)
※１月４日(金)から申込受付中
田中 英俊さん(好齢ビジネスパートナーズ)
春野 真徳さん(人材育成コンサルタント)
催：関戸公民館・多摩ボランティア・市民活動支援センター
タマボラ君

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(1 月⇒1 月 1０日、２月⇒２月 1４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)
ボランティアポイント活動先紹介

多摩市健康福祉部高齢支援課

介護予防リーダーの取り組みも対象になっています！

多摩市では、高齢者が「いつまでも住み慣れた地域でいきいきと暮らしていく
ために」介護予防を進める地域づくりに取り組んでいます。
地域において介護予防リーダーは、地域介護予防教室や自主グループ活動
などを通じ介護予防活動を主体的に行っていただくボランティアです。
(介護予防リーダーを養成する講座を毎年実施しています)
ボランティアポイントの活動とするためには、事前に市への届け出を行い、
実施後に報告が必要など、一定のルールがあります。

多摩ボラセンへのご寄附【平成３０年１２月６日～１２月２８日受付分】
皆様の温かいご厚意に深く感謝申し上げます。
◆ボランティア基金へのご寄附
おもちゃ病院 Kebo 様(１２月１８日付) ６,０００円
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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３１年１月８日(４)

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
第10回
ボランティアまつり
～ボランティア・
1
地域活動見本市～
場所:関戸4-72関戸公民館
ヴィータ・コミューネ8階
ホール・大会議室

NEW!
2

NEW!
3

地域ふれあいフォーラム
TAMA
場所:関戸4-72
ヴィータ・コミューネ7階
多摩ボラセン内

多摩市障がい者ふれあい
スポーツ大会

場所:多摩市総合体育館

NEW!
4

みんないきいき！！
健幸まちづくりイベント
inココリア多摩センター

場所:ココリア多摩センター
3・6・7階特設コーナー

内 容・人 数
会場設営、受付・案
内、会場撤収など

5人程度
鉄道模型運転体験ブ
ースでのお手伝い
(プラレールコーナ
ーのサポート)
1～2人
競技用具の準備や整
頓、競技の進行や参
加者への補助
何人でも
健幸まちづくりイベ
ントでの会場設営、
受付、案内、健診
(体力測定、認知症
検査など)、会場撤
収などのお手伝い
10人程度

日 時
1月26日(土)
10:30～17:00
※時間は応相談

備 考
イベントに関する情
報は、２面でも掲載
しています。

1月27日(日)
①10:00～14:30
または
②14:00～17:00
※1日通しも可
3月2日(土)
9:00～16:00

3月3日(日)
10:00～16:30

※持ち物:体育館履き
※昼食支給あり

※全時間活動できる
方
※大学生歓迎！
※交通費500円まで
の実費。お弁当、
お茶の支給あり

◎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
1

内 容・人 数

日 時

みらいの会の(認知症)
当事者のサポート

毎月第３水曜日
13:30～15:00

自立ステーションつばさ

3人
高校2年生のマラソン
の伴走ボランティア

平日15:00以降
土曜日9:00～18:00

活動場所:応相談

若干名

活動場所:関戸4-72
ヴィータ・コミューネ
活動交流室

2

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
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集

ひなの会
(多摩ボラセン登録団体)

絵本の読み聞かせボ
ランティア

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
何人でも

参

加

者

募

平成３１年１月８日(５)

各施設での活動日時
は、定例会でお知ら
せします
※ボランティアポイ
ント登録施設での
活動もあります

定例会:毎週木曜日
10:00～12:00
二幸産業ＮＳＰ・健幸福
祉プラザ(多摩市総合福
祉センター)7階 ボラン
ティア活動室にて

集

団 体 名

日時・会場

スペース・ひなた

1 月９日・１６日・２月６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

費

関・一つむぎ館(健康センター3 階)

用

100円
(お茶代)

問合せ先

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。

1 月 23 日(水)11:00～14:30
親睦会

交通費
現地集合(桜美林アカデミーヒルズ 昼食代

斉藤
☎371-1768

「アヴィオン」)

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）
10 木

１３：００～１５：００

シニアＩＴクラブ

11 金

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

15 火
1
16 水
月

１３：００～１５：００

シニアＩＴクラブ

18 金

１４：００～１６：００

シニアＩＴクラブ

22 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

31 木

◆１5：3０～１7：3０

2
月

1

金

5

火

6

水

PCトラブル（ハード面での相談）

多摩生活サポートセンター

夢のマネジメント社

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
１３：００～１４：３０
多摩
シニアネットクラブ
１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

１３：００～１５：００

夢のマネジメント社

シニアＩＴクラブ

夢のマネジメント社
多摩生活サポートセンター
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1 月・2 月の出張相談
●日時：１月２４日、２月２８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(多摩市総合福祉センター)６階老人福祉センターラウンジ

多摩ボラセンからのお知らせ
多摩市オリンピック・パラリンピック準備室執務室の、多摩ボラセン内への移転に伴うレイアウト変更のた
め、平成３１年２月２８日(木)をもって、当センター内にあるインターネット端末の利用、テレビ・DVD の視
聴を終了いたします。これまで長年にわたり、ご利用いただきましてありがとうございました。
なお、ワード・エクセル端末の使用、プリントアウトについては、３月以降も引き続きご利用いただけます。

地域の催事やボランティア活動情報 ※記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ
◆たすけあい有償活動協力員登録説明会
～地域の方の「ちょっと困った」をお手伝い～
ご高齢や病弱・障がいなどで日常生活上お困りの方を、地域の皆さまがお互いに支え合える仕組みを目指
しています。
協力員は福祉に理解があり、市内および近郊にお住まいの１８歳以上の健康な方であれば、性別、経験、
資格は問いません。活動は登録後、お住まいに近い地区の利用者から依頼があった場合に社協からご連絡い
たします。
●日 時：１月３１日(木) １０：００～１１：３０
●場 所：関戸公民館８階 第１学習室
●申込み・問合せ：多摩市社会福祉協議会 まちづくり推進担当
TEL ０４２－３８９－３３４４

◆永山公民館市民企画講座
「障害者差別解消法 3 年目突入！しょうがいしゃが差別されない街をめざして」
●日 時：１月２６日(土)１３：３０～１６：００(入場は１３時から)
●会 場：永山公民館 5 階 ベルブホール
●問合せ：自立ステーションつばさ TEL/FAX０４２-３８９-６４９１ メール：tsubasa@age.jp
※手話通訳・要約筆記あり。知的しょうがいしゃのためのわかりやすい版あり

助成金情報

※詳細は、直接問合せ先まで

◆ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」助成事業募集
東京都内におけるボランティア・市民活動の開発・発展を通じて市民社会の創造をめざすために必要な資
金の助成を行います。
●対
象：①学習会・研修会の開催 ②調査・研究の実施 ③器具、機材の開発・購入など
●受付期間：平成３０年１２月１4 日(金)～平成３１年１月３１日(木)１７：００まで
●応募方法：下記センターのウェブサイト参照 http://www.tvac.or.jp/
●申込み・問合せ：東京ボランティア・市民活動センター基金助成係 TEL０３-３２３５-１１７１
♪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
タマボラ君

