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携帯に送る

地域で社会貢献活動を行う企業を紙面で「つなぐ」シリーズの第４弾は、障がいを持
つ方の就労を積極的に支援している東京グリーンシステムズ(株)（ｔｇｓ）の取組み
を紹介します。障がいを持つ方々の就労を通して見えてきた、企業やそこで働く社員
並びに地域社会にとっての企業の社会貢献のもつ意味について触れたいと思います。

第４回

◆ どのような取組みをしていますか
東京グリーンシステムズ㈱（ｔｇｓ）は、ＣＳ
Ｋホールディングスの特例子会社として障がい
者雇用を進めており、東京都・多摩市の出資を受
け、１９９２年に設立されました。
ＣＳＫグループの経営理念に「社会的使命を
担う経営」というものがあります、ｔｇｓの設
立当時は「ＣＳＲ」という言葉も使われていま
せんでしたが、「世の中に役に立つ会社、必要
とされる会社でありたい」という願いを持ち、
正にこの理念を具現化したものとなっていま
す。現在では５７名の障がい者が働いており、
事業内容は、グループ会社向けの売店運営や社
内メールの仕訳け・集配業務、ＷＥＢ制作、名
刺制作、胡蝶蘭の栽培、施設管理など多岐にわ
たります。売店運営や胡蝶蘭の販売ではグルー
プ社員の利用促進と多大な協力によって、障が
い者雇用の職域の拡大につながっています。ま
た売店でグループ社員が購入したペットボト
ルのキャップ回収を通じて、ワクチンの提供に
も協力しています。
・CSR(企業の社会的責任): 企業が利益を追求す
るのみならず、組織活動が社会に及ぼす影響に責
任を持つこと。企業による社会貢献活動はその一
つに位置づけられます。

◆ 取り組みから見えてきたもの
当社のオフィスは、設立時の永山から始まってＣＳ
Ｋグループの新入社員研修施設の場であったり、また
社員の働くビルの中にあります。
特に新入社員研修では社会人としての入口に当っ
て、当社で働く障がい者の社員と半年間共に過ごす機
会があります。設立以来１７年間にわたり毎年の新人
が経験してきたことは、グループの社員にとって有形
無形の財産であり、グループ全体の社風の形成に大い
に役立ってきたと自負しています。今後も障がいを持
つ方の職域の拡大に努め、「障がい者とともに、社員
とともに、地域とともに、自然とともに」のコンセプ
トを実践していきたいと考えています。

▲「お買い上げありがとうございました…」

会社概要
会社名：東京グリーンシステムズ株式会社
（担当部署：ＣＳＲ室）
設立：１９９２年１２月
本社：多摩市山王下２−３
ＣＳＫ多摩センターＥＡＳＴ
電話：０４２−３１０−１２６１(代表)
ホームページ：http://www.tgs.co.jp/

ご希望のかたには添付メール(PDF ファイル)で配信いたします。毎月第１木曜日発行
E-mail : tamavc@tamashakyo.jp へ「V 通信希望」の空メールを送信してください。
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5 回連続講座終了しました！

☺

〜ボランティア入門講座〜

5 月から２か月にわたりいろいろな体験を重ねた入門講座が、無事に終了し
ました。19 名の受講生の方々からは、
「こんな講座を探していた」
「受けて良
かった」
「何か自分にもできると自信を持てた」
「とにかく行動してみる」など、
たくさんの嬉しい声をいただきました。
受講生の皆さんは何事にも一生懸命で毎回多くの質問をいただき、ひとつひ
とつ疑問を解決しながら、確実にステップアップされていく姿は頼もしく感じ
ました。講義、体験指導等でご協力をいただきました皆様に感謝いたします。
第 3 回 認知症高齢
者への対応〜地域の
サポーターになるには
第１回 視覚障がい者のお
話とガイドヘルプ体験

第 4 回 身体障がい
者のお話と車いす操
作体験

ボランティア入門講座

秋にも開催します！
後期日程(予定)
10/10 ,10/31,11/14
11/28,12/5(全 5 回)
金曜日 10:00〜12:00
詳しくはボランティア通
信 9 月号にてお知らせし
ます。

第 5 回 障がい者理

第 2 回 聴こえない方との

解とこれからの活動
について

コミュニケーションの方法

ボランティア出張相談☆土曜サロン
9/ 5(土)13:30〜15:30 市民活動情報センター（ヴィータ 7 階）
9/12(土)13:30〜15:30 ベルブ永山 3 階
「土・日にできるボランティア！」をテーマに行う予定です。

夏のボランティア体験に参加した皆さんの思
いを共有する場です。活動の中でどのような「出
会い」や「気づき」があったのか、情報交換をし
てみませんか。今後もボランティア活動を続けた
い人の相談も、受付けます。
日時：8 月 29 日(土) 10:00〜11:30
場所：多摩市総合福祉センター7 階（予定）

ボランティア体験が終了した方は、体験終了後
週間以内に活動報告カードを提出して下さい。提
出方法は郵送、添付メールまたはボランティアセ
ンターの窓口までご持参下さい。

多摩市社会福祉協議会では、市民の皆様が一時
的に車いすを必要とする場合や総合的学習の資
材として車いすの貸し出しを行っています。
お貸しした車いすを安心してお使いいただく
ためにボランティアさんが第３火曜日に整備
作業をしています。
8 月からは、総合福祉センター3 階福祉機器展
示コーナーに、場所を移して整備を行います。
お使いの車イスの状態をみてほしい方がいま
したら、簡単な確認作業（ブレーキの調子・虫ゴ
ムの確認等）を行いますので、お気軽にお越しく
ださい。また、お手伝いをして下さるボランティ
アさんも募集しています。見学は自由です。お待
ちしています。

日時：8 月 18 日(火)

10:00〜12:00

ボランティア基金へのご寄付（７月末現在）皆様の温かいご厚意深く感謝申し上げます。
匿名

20,000 円

定額給付金を福祉向上のために役立てていただきたい、とのご寄付をいただきまし
た。どうもありがとうございました。ボランティア基金は、ボランティア活動の振
興のために積み立てられている基金です。今後とも、ボランティア活動を支えるボ
ランティア基金にご協力をお願いします。
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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

平成２１年８月６日（３）

他にも活動先はたくさんあります。
活動によっては見学体験ができます。
詳しい説明をしますので、遠慮なく
お電話下さい。相談だけでも結構です

単発ボランティア募集
1
NEW!

名称・活動先
ｔａｍａ Ｒｏｃｋ ｖｏｌ.４

内 容・募集人数

是政緑地レクリエーション
広場（府中市是政6丁目
多摩川河川敷）
主催：野楽（やがく）
376-6790(担当 庄司)
http://www.tama-rock.
com/

２ アートひまわり社会見学
NEW! 富士五湖方面

フェスティバルスタッ
フ
①会場設営(19･22日)
②幼稚園児、小学生の
遊び相手(20･21日)
10人

９月19日(土)〜
22日(火)
10:00〜14:00

車いす介助
男性2人

10月15日(木)
8:00〜17:30
解散時間は予定
9月25日(金)〜
28日(月)
中高生
9:00〜17:00
大学生
9:00〜22:00

やまばとホール前集合解散

３ 永山フェスティバル

フェスティバルの運営
補助
各日10人

ベルブ永山
永山公民館（担当 岩辺）
337-6661

継続ボランティア募集
1

NEW!

２

NEW!

３

備 考
エコ,レク,ライヴを
テーマにした親子
参加型フェスティ
バル。昨年は府中
市市民提案型市民
活動支援事業とし
て開催
食事は要請者負担
詳細は直接問合せ
食事･交通費は要請
者が負担
食事は要請者負担
中高生はベルブ永
山内のイベント中心
活動時間等の詳細
は直接問合せ

※紙面に掲載以外の継続要請はホームページで見ることができます。

名称・活動先
視覚障がい者カラオケ補助

内 容・募集人数

日 時
①第1水曜
12:00〜15:00
②第2日曜日
時間未定

備 考
交通費は要請者負担
①利用料は自己負担

①カラオケBoxサラ(多摩セン
ター千歳屋下)
②カラオケサークル(東永山複
合施設A館305)

①カラオケ操作他

大妻女子大TAボランティア

多摩地域に暮らす知的
関心の高いシルバー世
代の方々が、学生の学
習等を支援しながら、
社会福祉学を共に学ぶ
活動
若干名（備考※参照）
ピアノ指導
（小学生、高校生）
３人

9月〜平成22年
3月
1コマ90分

※TAボランティア
研修を修了し、認定
した方
詳細は直接問合せ

週１回
18:00〜19:00
曜日時間は相談

帰りは最寄駅まで
送ります
できれば長い期間で
指導して下さい

車いす介助

第1・３土曜日
10:30〜12:00

トムハウスのコン
サートに行きます

多摩キャンパス（唐木田2-71）
人間関係学部川廷研究室
/FAX 339-0035
E-mail:
m-kawatei＠otsuma.ac.jp

バット博士記念ホーム
町田市下小山田町2745-1
2歳から18歳までの子どもた
ちが居住する児童養護施設

４

日 時

デイサービス麻の葉
落合6-1-1-106
339-2008 槙

②介助、歌詞カードへ
の記入他
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名称・活動先
内 容
水中機能訓練介助
障害者福祉センター
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５

６

７

総合福祉センター5階
水浴訓練室

①火13:00〜15:00
②金10:00〜12:00
③月13:00〜14:30
④金10:00〜12:00
⑤金13:00〜14:40
⑥木14:00〜16:00
⑦木14:00〜16:00
⑧金13:00〜14:30

障がい者・旅行付き添い

独りでの旅行に不
安がある60代の男
性の付き添い
車いす整備

ボランティアセンター
総合福祉センター3階
総合相談窓口

８

ボランティアセンター
ボランティア活動室

仲間募集中！
１

偶の会
ボランティア活動室
第３または第４金曜日
10:00〜12:00

2

多摩おもちゃ図書館
ベルブ永山4階保育室
第2・4土曜日10:30〜16:00

出番待ってます！

ボランティア通信
の封入・発送作業

平成２１年８月６日（４）

日 時

63歳女性
57歳女性
78歳女性
69歳女性
68歳男性
65歳女性
73歳女性
54歳女性
不定期

備 考
交通費は要請者負担
身体に障がいのある
方が水中機能訓練を
受ける際の水中での
介助

詳細は相談
同世代の方を希望

8月18日（火）
10:00〜12:00
９月3日（木）
13:30〜

初めての方でも大丈
夫です

私たちと一緒にボランティア活動をしませんか
多摩市視覚障害者福祉協会の事務作業の手伝いをしています。
主に毎月1回会員にお便りを発送しています。その作業を手伝
ってくださる方を募集中。どなたでもできる簡単な作業です。
点字がわからない方でも大丈夫です。
障がいのある子もない子も、みんな誰でも一緒におもちゃで
遊ぶ場を作っています。小さな子どもの好きな方を募集中。

特技や技術をボランティア活動に活かします

芸 能

フラダンス・玉すだれ・謡曲・シャンソン・ミニ歌謡ショー・腹話術・フラメンコ

楽器演奏

ギター・ハモニカ・オカリナ・二胡・和太鼓・エレキバンド・大正琴・ピアノ伴奏

修理 等

植木の剪定・小物家具、電気、給水等の小修理・換気扇、高窓の清掃

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ

エステ・メイク・指圧・マッサージ（全身･足裏）・園芸療法・アニマルセラピー

趣 味

そば打ち・囲碁相手・読み聞かせ・手品

その他

話し相手

活 動 しま した ・ 始 めま した ！

◎単発 ☆車いす整備：3人
☆聖の郷夏祭り：5人
☆南野デイサービス夏祭り：5人
◎継続 ☆水浴訓練介助：1人
☆障がい児童お迎え：3人
☆障がい者福祉センター体操補助：1人
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地域の情報と催し
◆愛宕かえで館周辺
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※記載のないものは

参加費無料

防災マップ作り

みんなで歩いて、地域を再チェックしましょう。
日時：８月２２日(土) 10:00〜13:00(予定)
場所：愛宕コミュニティーセンターかえで館
対象：小学校５年生〜大人
内容：防災まちあるき・マップ作り、非常食･応急
手当ほか
協力：多摩市防災安全課、多摩市赤十字奉仕団
多摩ボランティアセンター
申込/問合せ：愛宕かえで館
375-2990

◆講演会と映画上映会
副音声解説付映画を上映します。みなさんで体験
してみませんか？
日時：８月 2８日(金)10:00〜15:50（予定）
場所：多摩市総合福祉センター５階視聴覚室
内容：10:00〜 講演会 講師 谷合 侑(すすむ)氏
「戦後の視覚障がい者の歴史」
13:30〜 映画「まぼろしの邪馬台国」
申込/問合せ：多摩市視覚障がい者福祉協会
松本
371-0411

◆ 第 18 回 全国ボランティアフェスティバルえひめ
〜しみいるチカラ！愛媛から〜
日時：9 月 26 日(土)・27 日(日)
場所：ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)ほか
内容：26 日/開会式、全体会、交流会
27 日/分科会、引継式・閉会式
☆31 の分科会に分かれ、各テーマに基づき、課題
提起や解決に向けた協働・研修を行います。
参加登録料：3,000 円(高校生以下無料)
☆ふれあい広場/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体の紹介や愛
媛のうまいもんなどを販売 参加無料
申込期限：8 月 14 日(金)
申込/問合せ：全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会
089−921−8912
http://www.ai-ehime.com/
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平成２１年８月６日(５)

◆ エコ・レク・ライブが一つになった
地球一体型フェスティバル！ ｔama Rock
日時：9 月 20 日(日)・21 日(月･祝)10:00〜
場所：府中市是政緑地レクリエーション広場
（府中市是政 6 丁目多摩川河川敷）
エコ環境やエコ活動…My 食器、エコキャップ
レク自然の中でこんな事ができる…プチアウトドア体験
ライブ完全無料ライブ…電力は廃油リサイクルエコ燃料
フード自慢の一品…市民団体、子ども会
マーケットオリジナルクラフト品

☆ボランティア募集中！(３ﾍﾟｰｼﾞ出番です参照)
企画･運営：野楽
問合せ：tama̲rock2006@yahoo.co.jp
http://www.tama-rock.com/

◆ウォーク＆ランフェスタ
病気や障がいを持つ人、お年寄り、子供、学生、
社会人など多くの人と出会い、語り合い、自分の
ペースで心と身体を動かすイベントです。
日時：９月 2７日(日) 10:00〜15:30
場所：味の素スタジアム(京王線飛田給駅徒歩 5 分)
入場料：３００円 中学生以下無料
種 目
ウォーク＆ラン
体感運動会
参加申込

事前申込制

当日申込制

参加費

1 種目 500 円等

無料

同時開催：フリーマーケット、アートギャラリー、
団体展示、車いすファッションショー等
☆ボランティア募集中！詳細は HP をご覧下さい
申込/問合せ：ウォーク＆ランフェスタ実行委員会
事務局 Mail：v.info@nanfes.com
FAX：03-3364-0515 http://nanfes.com/

<情報をお寄せ下さい！
ボランティア通信へ原稿を掲載希望の方は、連絡先
を明記の上多摩ボランティアセンターまでメール
またはＦＡＸでお送り下さい。毎月 20 日締切。
(紙面の都合上掲載できない場合もあります。)

多摩ボランティアセンター
次回定例会８月 1９日（水）13:30〜
登 録 団 体 連 絡 会 だ よ りvol.1５ 総合福祉センター7 階
梅雨明けと同時に猛烈な暑さ！みなさん熱中症にご用心。７月１５日の連絡会では、まずそれぞれの団体
の活動状況報告。にじいろの会は「介護予防の勉強会」。昨年の交流会テーマをさらに発展させたもので、
ベルブホールに 100 名以上が参加され、稲城市、多摩市での状況など、行政の立場からのお話を中心に熱
心な話し合いがされたとのこと。又、７月５日多摩永山中学校を会場に開かれたろう重複障がい者支援イベ
ント「たましろフェスタ」では、直前のイベント変更に対して男性ボランティア会議が急遽「車いす体験講
座」を準備し、盛況だったとか。ボランティアグループの連携が、着実に進んでいることを実感します。
10 月 21 日に行われる予定のバス研修も「災害ボランティア」がテーマ。東村山ボランティアセンター
を訪問します。（とのぐさ記）

〜生きる喜び広げよう

第２４４号

心の絆深めよう〜

平成２１年８月６日（６）

)参加者・ボランティアさん募集中！
名 称
<スペース・ひなた>
精神障がい者支援
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟです

日 時・場 所
※毎月
費用・持ち物
問合せ
8/5・12・１9、9/2(水)
多摩ボランティア
10:00〜12:30
100 円
センター
健康ｾﾝﾀｰ 3 階（関・一つむぎ館）
（お茶代）
373-6611
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
おいしんぼクラブ
多摩市視覚障害者福祉協会
グループ TOMO
/
歩こう会
/
料理訓練
8 月の活動はお休みです。
もみじ亭

助 成 情 報 ほか〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い 〜
¾エイブル・アート・ジャパン「エイブル・アート・アワード」

締切８/31(月)必着
障害のある人たちの絵画や立体造形の創作活動を行っているグループ・作家を対象(障害のある人たちだ
けのグループとは限定せず)助成金①制作支援 10 万円以内/１件 ②展覧会支援 １個人又は１グルー
プの展覧会を開催(１２月予定)
申込/問合せ：エイブル・アート・ジャパン 03-3364-2140 FAX03-3364-5602
http://www.ableart.org/
¾（財）大和証券福祉財団 第 16 回ボランティア活動助成
締切９/1５(火)消印有効
①ボランティア活動に対する助成 助成額：団体・グループに対し上限 30 万円 /1 件(社会福祉協議会
等の推薦必須)②ボランティア活動等に関する調査研究助成 助成額：上限 100 万円 /1 件
申込/問合せ：(財)大和証券福祉財団 事務局
03-5555-4640
FAX03-5202-2014
http://www.daiwa-grp.jp/branding/citizen/support/dsf
¾ 第 13 回ボランティア･スピリット賞募集
締切 9/18(金)必着
地域社会に貢献する青少年の活動報告を募集します。活動分野は問いません。ボランティア活動の内容、
活動を通じて学んだことなどあなたのボランティアを聞かせて下さい。
対象：ボランティア活動をしている個人(応募締切時 12〜18 歳)又はグループ(構成メンバー中高生)
応募者全員に感謝状をお贈りします。また、受賞者は表彰式やフォーラムにご招待します。
申込み/問合せ：ボランティア･スピリット賞事務局（応募係） 03-5501-5364
http://www.vspirit.jp
Mail：mail@vspirit.jp

◆ボランティア通信７月号

掲載情報の訂正とお詫び

６頁「助成情報」にて紹介しました【みずほ福祉助成財団】の電話番号に誤りがありました。訂正して
お詫び申し上げます。訂正箇所 (誤)03―3210−2442→ (正) 03―3201−2442

ぼ
¿らせん日記 ¿
◆ 夏 の ボ ラ ンテ ィア
体験

市内・外の近隣施設︑
団体等のご協力によ
り︑ のプ ロ グ ラ ム を
掲げ︑
﹁夏のボランティ
ア体験 ﹂の事業が今年
も始まりました︒
近年 の傾向 とし て︑
課題︑宿題︑職員研修
等による参 加者が増え
てきました︒参加する
動機が何 であ れ︑ 社会
に関心を持つきっかけ
とし て︑ ま た自 己形 成
し ていく 上 でよい体験
になることと思いま
す︒
今年は例年と違い社
会 人 の 参 加 が 多 く ︵全
体の一割︶
︑今後の活動
につながればと期待し
ています︒参加者のみ
なさん︑猛暑の中大変
かと思いますが︑職員
一同みなさんを応援し
ています︒がんばって
ください︒
活動報告会でお会い
するのを楽しみにして
います︒
︵そ︶
105

２００９

♪多摩ボランティアセンター
月〜金 8:30〜17:00
〒206−0032 多摩市南野 3-15-1 総合福祉ｾﾝﾀｰ 7 階
(小田急線「唐木田駅」下車 徒歩 8 分)
TEL 042-373-6611 FAX 042-373-5612
e-mailtamavc@tamashakyo.jp

♪多摩ボランティアセンター永山分室
月〜金９:０0〜17:00 第 2 土曜日
〒206−0025 多摩市永山 3-9(東永山複合施設内）
(小田急・京王線「永山駅」下車 徒歩 10 分)
TEL 042-373-6642 FAX 042-306-1132
e-mailtamavc-nagayama@tamashakyo.jp

土曜日の窓口 ☆第 1/市民活動情報センター13:30〜15:30 ☆第 2/ベルブ永山 3 階 13:30〜15:30
☆第 3･4･5/総合福祉センター3 階福祉機器展示コーナー

9:00〜17:00

継 続 要 請 ２１年８月

１

名称・活動先
おしゃべりノササゲの会
南多摩保健所ほか
多摩ＮＴを中心にパーキンソン
病患者で組織された会

２

知的障がい者・自立生活介助
たこの木クラブ
389-1378
mail:takonoki@s7.dion.ne.jp

3

障がい者・リハビリ付き添い
島田療育センター
中沢1-31-1

4

あいクリニック・デイケア、
グループホーム

内 容

日 時

備 考

活動の手伝いや行
事の際の介助

定例会：
毎月第3金曜日

交通費：要請者負担

30代の男性、女性
の自立生活支援
（家事全般・外出
の付添い等）
電動車いす利用
多摩ｾﾝﾀｰ駅から
島田療育ｾﾝﾀｰまで
の往復
（徒歩約15分）
園芸（プランター
使用）

都合の良い曜日
時間

交通費：要請者負担

火曜日
14:00〜17:30

交通費：要請者負担
26歳以上の方なら
要請者のリフト付き
自動車を利用可

週１〜2回

曜日・時間：応相談

単独歩行が困難な
50代の女性がカル
チャーセンターに
通う際の歩行介助
女性1人
知的障がい児の放
課後活動遊び相手

第1・3火曜日
14:30〜17:30

交通費は要請者負担
自宅からハンディキ
ャブを利用するので
同乗して下さい

週1回〜
15:30〜17:30

交通費は要請者負担

散歩や外出の付き
添い、粘土作業、
園芸作業、調理

月〜金曜日
10:00〜16:00
曜日時間：応相談

精神科に入院して
いる方の散歩の付
添い
入院患者の作業活
動（紙漉き・はが
き作り）の手伝い
1〜２人/１日

金曜日
9:30〜11:30

バス：多摩ｾﾝﾀｰ駅発
鶴川駅行き「ｻﾝｼﾃｨ
町田」、桜ヶ丘・永
山駅発鶴川駅行き
「湯船」下車
交通費は自己負担

貝取1431-3

５

障がい者外出介助
永山1丁目（自宅）
〜ハンディキャブ利用〜
南大沢アウトレット内カルチャ
ーセンター（往復）

６

プレイルームゆずり葉の家
連光寺2-31-22

７

町田生活実習所
知的障がい者の通所施設
町田市小野路町1605-２
042-735-2313 南川

８

多摩中央病院
連光寺2-62-2

９

新天本病院
多摩市中沢2-5-1
リハビリテーション室

火･木･金曜日
9:00〜12:00
（10時からでも
可）

曜日は応相談
交通費は自己負担

