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平成２２年 ５月 ６日（１）

多摩市社会福祉協議会

多摩ボランティアセンター
ＴＥＬ ０４２−３７３−６６１１

ＦＡＸ ０４２−３７３−５６１２

http://www.tamashakyo.jp/volu/

携帯に送る

今月の必見！！
◆ ボランティア入門講座〜始めて

初めて

ボランティア ☺〜開講

☞2 頁へ GO!

◆ チャリティゴルフ大会等イベントボランティア募集！

☞3 頁へ GO!

◆ ボランティアセンター新規登録団体の紹介

☞5 頁へ GO!

◆ ひとり暮らし高齢者の日帰りﾊﾞｽ旅行参加者募集！

☞７頁へ GO!

◆【おもちゃ病院】kebo 開院

☞７頁へ GO!

ボ ラ セ ン TOPICS
★ 多摩市と災害時協定を締結しました
協定書の内容等詳細は、2 頁及びホームページをご覧ください。

★ 水中運動ｱｼｽﾀﾝﾄ養成講座について
障がいのある方々が、プールの中に一緒に入り、水中運動をアシストしてくれるボランティアを多く必要とし
ています。水中運動（水中ウォーキング、筋トレ、リラクゼーション等）の基本や介助方法について学んでみ
ませんか。是非、お申込みください。詳細は 2 頁をご覧ください。

★ 多摩ボランティアセンターの運営委員がかわります
運営委員の紹介を 6 頁に掲載しました。任期は平成２２年４月１日〜平成２４年３月３１日までの２年
です。運営委員の皆様方、よろしくお願いします。

★ ボランティアコーディネーター・ニューフェイスの紹介
ボランティアコーディネーター徳田の後任として、高橋が勤務することになりました（７頁）
。

★ 地域で開催する講座・イベントなどの情報をお寄せください
ボランティア通信では、地域で開催する講座・イベントなどの情報を掲載しています。是非、情報をお寄せく
ださい（７頁）
。

★ 高齢者、障がい者施設・団体、保育園、児童館・学童クラブ、ボランティア団体等の皆様方へ
「夏のボランティア体験２０１０」受け入れ確認のアンケートを実施させていただきます。アンケート用紙が
送られてきましたら、5 月末日までにご返送くださいますよう、よろしくお願いします。
※「夏のボランティア体験 2010」の詳細は、6 月号でご案内します。
ご希望の方には添付メール(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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参加者の声
自分がどんなボランティアに向いて
いるのか知る上で、この講座はとても
良かった。

☺
何かボランティア活動をはじめたいとお考えの皆さんに、広くい
ろいろな体験の中から、ご自分にあった活動を見つけていただく
ための５回連続講座です。人気の講座につきお早めに申込下さい。
日 時：5/28〜6/25 毎週金曜日 (全 5 回) 10:0０〜12:00
場 所：総合福祉センター７階 ボランティア活動室
対象者：ボランティア活動を始めたいとお考えの方
内

平成 2２年５月６日（２）

５回の内容が充実していた。
障がいを感じさせない前向きで活動的
な方々のお話を直接聞けたことは、過
去に何度か受けた講習ではなかったこ
と。
自分で体験できるのも良かった。

定員：10 人(先着順)

参加費：500 円

容：①身体障がい者のお話と車いす操作体験 ②知的障がい者理解と支援者からのお話
③聴覚障がい者のお話とコミュニケーションの方法(手話体験、要約筆記)
④視覚障がい者のお話とガイドヘルプ体験 ⑤子育て支援と今後の活動/夏のボランティア体験

講座の申込/問合せ先はこちら！

水中運動アシスタント 養成講座

多摩ボランティアセンター

〜水中運動における介助〜

042-373-6611
活動者の声

高齢者、障がい者の方が安全に水中運動するための介助方法を学びます。
身体が楽になったと
プールでのボランティア活動に関心がある方、ぜひご参加ください。
いう声が嬉しいです。
日 時：５/12〜７/28 毎週水曜日(全12回) ９:30〜11:30
場 所：総合福祉センター５階 水浴訓練室
お互いの健康維持が
対 象：20歳から概ね60歳 講座終了後、引き続きボランティア
でき、コミュニケーシ
ョンがとれるのが楽
として活動できる方
しいです。
定 員：10人(先着順)
内 容：第１回〜第６回運動方法の習得、第７回〜第12回介助方法の習得、今後の活動にむけて
講 師：大塔松恵氏・武藤孝子氏(運動指導員)

ボランティア相談員養成講座の報告(3/29)

多摩市と「災害時協定」を締結しました

１日通し
の講座にも
関わらず、
19 名 の 方
が受講され
ました。相
談員の役割
や相談業務
についての講義の後、グループに分かれてロール
プレイをしました。(相談員・活動希望者・観察者
の役割を交替で担い模擬相談)
受講者から「中身の濃い内容で 希望者の主訴
を把握する
正確な情報を伝える
相談員は多
方面にわたり情報を多く持っていたほうがよい
など相談員として必要な資質を認識することがで
きた」と感想をいただきました。

4月13日、多摩市と多摩市社会福祉協議会との
間で、
「災害時における多摩市と多摩市社会福祉協
議会の相互支援に関する協定書」の取り交わしを
しました。(協定日平成22年4月1日)
この協定に基づき、多摩市内に大規模な災害が
発生し、被災者に対する支援活動を行なう必要が
ある場合、相互に協力を依頼し、ボランティア活
動の拠点となる「災害ボランティアセンター」を
設置し、ボランティアの受入れ・派遣活動を行な
います。平常時から研修・講習会等を開き、災害
発生時に迅速に行動できるように努めていきます。
今後、フォロー講座を実施しながら、職
員とともに出張相談から相談員活動を
展開していきたいと計画しています。

ボランティア基金へのご寄付ありがとうございました
匿名 3,000 円 (4/30 現在) 皆様の温かいご厚意、深く感謝申し上げます。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ます。今後とも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２２年5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
名称・活動先
チャリティーゴルフ大会

１

内 容・募集人数

NEW!

桜ケ丘カントリークラブ
連光寺２９８５
主催：多摩市社会福祉協議会

２

TAMA女と男がともにいき
るフェスティバル2010
TAMA女性センター
042-355-2110
（斉藤・中井）

NEW!
３

４歳男の子の保育園送迎

継続ボランティア募集
こだまの会

N E W ! 多摩市総合福祉センター
2

NPO保育園種まく人
親子広場
町田市小山町2581-1
プレジオ小山Ⅱ101

3

永山公民館青年教室
永山公民館（ベルブ永山）
042-337-6661
（早借・藤平）

4

5

６月２１日(月)
①8:00〜12:00
②11:00〜15:00

食事及び交通費は
要請者負担。

6月26日(土)・
27日(日)
12:00〜17:00

詳細は直接問合せ

交通費は要請者負
担。どちらか都合
のよい曜日だけで
も可。左記曜日以
外は要相談

※紙面に掲載以外の継続要請はホームページでご覧ください。

名称・活動先
１

備 考

母親の出産前後２ヶ月 ５月〜6月
間位、4歳男児(足が不 ・自宅→保育園
月・水曜日
自由で車いす使用。車
(8:30登園）
または電車・バスで保
育園まで送迎。1人若
しくは数人

自 宅：中沢2丁目
保育園：かしのき保育園
（永山駅徒歩10分）
諏訪1-64

急 募

ホール係（チャリティ
ーホールで募金を受け
取る）。右記の①②そ
れぞれ２人
講演会等の会場案内、
受付等
各日６人

日 時

島田療育センター・ほっと
ステーション

内 容・募集人数

日 時

備 考

失語症の方の歌の指導
（キーボードができれ
ば尚、可）

第1土曜日
13:30〜15:30
の内30分

交通費は要請者負担

①環境スタッフ、遊具
作り、乳幼児の遊び
相手。2〜3人

10:00〜14:00

交通費は要請者負担
2〜3時間でも可

②放課学童の居場所支
援、学童保育(1〜4
年生)の学習援助、遊
び相手。2〜3人

13:00〜18:00

主に知的障がいをもつ
方の日曜教室でレクリ
エーション活動の手伝
いと交流
障がい者の車いす介助
及び活動補助
各日2人

月1回(基本は第
4日曜日)年9回
4･8･1月は休み

①火曜日
15:30〜17:00
中沢1-31-1
②金曜日
9:30〜15:00
さくらが丘在宅サービスセ 食事サービスの利用者 月 〜 金 曜 日 の う
ンター
宅に食事を配達し、利 ち週に１〜2回
連光寺１-１-1
用者の安否を確認
11:00 〜 12:00
042-373-4511
頃まで

16歳以上の方
詳細は直接問合せ

月2回でも可
②昼食持参

1回につき３〜4戸
程度。車で配達する
ため要自動車運転免
許
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平成２２年５月６日（４）
名称・活動先
内 容
日 時
備 考
南野デイサービス
利 用 者 の 話 相 手 ・ 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 曜 交通費は要請者負担
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7

８

総合福祉センター4階

お茶だし、プログ
ラム補助

障害者福祉センター

水中機能訓練アシスト
①月10:30〜12:00
13:00〜14:30
②火10:00〜11:30
13:00〜14:30
③木13:30〜14:30
14:30〜16:00
④金10:00〜12:00
13:00〜14:30
※毎週活動できない方、上記以外で活動
を希望される方はご相談ください。
※水中ｱｼｽﾀﾝﾄ養成講座も開講。詳細は2頁
をご覧ください。

総合福祉センター5階
水浴訓練室
身体に障がいのある方が水
中機能訓練を受ける際の水
中でのアシスト

９

ボランティアセンター

車いす整備

５月１８日(火)
10:00〜12:00

ボランティア通信
の封入・発送作業

６月３日(木)
13:30〜

総合福祉センター3階
１０

ボランティアセンター
総合福祉センター7階
ボランティア活動室

出番待ってます！

日9:00〜16:00
曜日・時間は応
相談

お昼にかかる場合は
弁当を持参

交通費は要請者負担
利用者と一緒に体験
してから活動
水中機能訓練の見学
可
男女問わず

初めての方でも大丈
夫です

趣味や特技をボランティア活動に活かします

修理 等

電機関係修理（電子回路不可）、換気扇・高窓の清掃、簡単な大工仕事・組立、
電球の交換、給水等の小修理、植木の剪定

美容・
マッサージ

メイク・ネイル等、足裏マッサージ

楽器演奏
芸 能
料理

オカリナ、ギター ・ハモニカ 、二胡、ピアノ、和太鼓 リコーダー・篠笛、大正琴、
ギター伴奏による合唱
手品、フラダンス、フラメンコ、フォークダンス、 浪曲（江戸売り声、玉すだれ）、
ミニ歌謡ショー 、園児・小学生によるチア＆バトンダンス
蕎麦打ち

★趣味や特技を活かしてボランティア活動しませんか！★
趣味や特技を活かしてボランティア活動を希望されている方は、ボランティアセンターにご登録
ください。福祉施設や地域での活動におつなぎさせていただきます。

活 動 しま した ・ 始 めま した ！
◎単発ボランティア活動

→ 小修理１人、保育園送迎3人

◎継続ボランティア活動

→車椅子整備4人、デイサービス（食事サービス送迎）補助1人
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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ新規登録団体の紹介

多摩市手話サークル「クローバー」内の介護部会とし
て、活動を開始。今年度よりボランティセンターの登録
団体として活動をしています。定例会は月1回。
活動内容は、聴覚障がいを持つ(ろう)高齢者の問題に
ついて考え、メンバー相互で学習テーマを設けながらス
キルアップに努めています。
先月は、メンバーと当事者の方が一緒に、市内ウォ
｢地域包括支援センター｣についての勉強会
ーキング（80歳代の方も元気に参加されたとか！）と
公園でのお花見弁当で交流を図られたそうです。当事者の方から日頃疑問に感じていたり、分かり
にくい医療や福祉の制度サービスについて、いろいろとお話が聞けたとのこと。これからの活動に
反映させながら、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるサポートができるよう、共に
歩みながら少しずつ輪を広げていきたいと考えています。
★定例会；第3土曜日午前、または第3水曜日の夜間
★参加要件；市内在住か隣接市に在住、在勤の介護に関わる資格を有する方
★問合せ

多摩ボランティアセンター ０４２−３７３−６６１１

（『雅武者』 ＨＰ http://gamusya.s191.xrea.com）
和太鼓をこよなく愛する者同士が集い、２００４年
１月に『和太鼓衆 雅武者(がむしゃ)」を創設しました。
現在メンバーは３３名。年間１２０回を越える練習
で技術の向上を目指しています。活動の中心は多摩地域。
小中学校の総合学習での和太鼓指導・体験講座の開催･
ケアセンターでの演奏・町内会や商店街のお祭りなど、
地域とのつながりを大切に演奏活動を行っています。
和太鼓のほかにも、篠笛・チャッパ・オカリナ・二胡、
木遣りなどにも挑戦しています。
また、会員同士の楽しいイベントも企画して楽しく活
動しています。入会資格は和太鼓を愛し、本会の趣旨に
賛同していただける１５歳以上の方。
詳しいことは、お問い合わせください。
★問合せ ０９０−７１８０−５２３２
事務局 佐久間（できれば夜８時以降）

和太鼓の魅力を地域の皆さんへお届けします！
)

多摩ボランティアセンターでは団体登録を随時受付しています！
ボランティアセンターでは、様々なボランティア・市民活動をされている方々や、これから行おうとしてい
る方々を支援していきます。グループを立上げたい、広報活動を充実したい、他のグループとの情報交換等を
ご希望の方、まずはご相談下さい。登録の詳細は、お問合せ頂くかホームページでご案内しています。
※団体登録は審査の上、決定いたします。
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多摩ボランティアセンターは、多様なボランティア･市民
活動を支援するセンターとして、市民参画による運営を目指
しています。運営委員は市内の市民活動団体や福祉団体、地
域団体、行政など様々な立場の方々で構成されています。

第3期

運営委員

氏名と主な所属・役職等

松山

博光

大妻女子大学教授

田中

博之

長瀬

敏雄

多摩 VC 登録団体連絡会代表

増田

吉孝

山本

陽子

多摩 VC 登録団体連絡会副代表

平井美千枝

相馬

暁美

多摩市要約筆記サークル代表

木多

布施千鶴子

NPO 法人多摩市障害者福祉協会理事

成澤八重子

社会福祉協議会理事

井上

美和

多摩市青少年問題協議会東愛宕地区
委員会会長

伊藤房次郎

貝取コミュニティセンター運営協議会副会長

西田

典子

介護老人保健施設聖の郷

髙山

東京ボランティア・市民活動センター統括主任

石田

一郎

社会福祉協議会地域福祉推進課長

任期：平成 22 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

浩子

和久

東京海上日動システムズ株式会社総務部長
多摩市くらしと文化部市民活動支援課事業担
当主査
市民公募(ＮＰＯ福祉亭監事、パルシステム東京
多摩豊ヶ丘委員会委員長)
市民公募(多摩市手話サークル「クローバー」)

〜新旧運営委員よりひとこと〜
布施千鶴子
視覚障がいを持っている者として
は他人の手を煩わせて生きていか
ざるを得ない。それだけにボランテ
ィアセンターへの期待は大です。
男性ボランティアの育成を一緒に
していきたいです。よろしくお願い
いたします。

西田 典子
昨年の 7 月からボランティア担
当になり、皆さまの幅広い活動に
感激しています。また、今年度か
ら運営委員会に参加させて頂く
ことになりました。利用者の皆さ
まとの架け橋になるよう頑張り
ます。どうぞよろしくお願いいた
します。

増田 吉孝
平成 18 年 3 月までは、文字通り
社協に席を置かせていただきまし
た(総務係)。現在は、多摩市市民
活動情報センターで「夢たま補助
金(市民提案型まちづくり事業補
助金)」の担当主査をしています。
よろしくお願いいたします。

品田美知子(NPO 法人多摩市障害者

伊藤京子

加藤宣顕(多摩市くらしと文化部

福祉協会常務理事)
災害時、知的障がいの方は避難所に
いられない事を訴えてきました。市
総合防災訓練に VC 事業の一環とし
て参加し、身体や視覚障がいの方々
は自分の家の中でさえ一歩も動けな
いと知り、自分の無知を知りました。
これからもお手伝いできる事があり
ましたら声をかけて下さい。

(介護老人保健施設聖の郷)
4 年間務めさせていただきまし
た。他の委員の方々の活発な意
見に、毎回感心致しました。こ
れからは、私も施設の職員とし
て、ボランティアの皆さまと利
用者様の良き架け橋となれる
よう、活発に活動していきたい
と思います。

市民活動支援課)

任期中は大変お世話になりまし
た。また、戦力になれず申し訳あ
りませんでした。
今後も、ボラセンのこと、ずっと
注目しています！ホームページ
も閲覧します！！

運営委員会で話し合われていること
運営委員会の中に、各種専門委員会を設けて話し合いを行っています。
◇広報等委員会 ボランティア情報等の収集・発信のあり方やホームページの充実についてなど
◇事業等委員会 各種講座や啓発イベント等についての意見交換や実施についてなど
担当委員による検討…災害時における市と社協との協定に関する事や、防災備品の整備についてなど
◇ボランティア活動振興助成金検討専門委員会 ボランテイア基金や助成金要綱の改正案づくりなど
◇団体登録及び振興助成金審査会 新規･更新の団体登録、ボランティア活動振興助成金についての審査
運営委員会の傍聴は自由にできます。事前にご連絡の上、お越しください。
第１回運営委員会 5 月 17 日(月) 13：30〜15：30 総合福祉センター6 階創作室
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〜多摩市社会福祉協議会
ボランティア活動振興助成金助成事業〜

◆【おもちゃ病院】kebo 開院予定

日頃、お一人ではなかなか外出されない方、み
なさんとご一緒に出かけてみませんか。東京タワ
ーや皇居など 東京めぐり の一日です。
日時：６月１日(火)８:２0〜1７:３0 雨天決行
対象：市内在住者で 75 歳以上ひとり暮らしの方
費用：2,500 円(昼食付き)
主催：なかまの会 在宅グループ
※詳細・申し込み方法は 5 月 5 日(水)発行
「たま広報」をご覧ください。

思い出のある壊れたおもちゃや家庭の小物を
ドクターが出来る限り修理します。
日時：土曜日・13:00〜16:00
５月15日 エコにこセンター
５月22日 落合児童館
６月12日 東寺方児童館
６月19日 ボランティアセンター永山分室
６月26日 豊ヶ丘児童館
７月 ３日 関戸公民館(10:00〜16:00 朝顔市)
７月17日 エコにこセンター
問合せ：【おもちゃ病院】kebo
090-3478-6941(えのもと)
http://blog.so-net.ne.jp/omocha̲byouin̲annai

◆都立多摩桜の丘学園学校公開のお知らせ

多摩ボランティアセンター登録団体

多摩市･稲城市･八王子市の心身に障がいのある
児童生徒が通学している学校です。教育について理
解を深めていただくために学校公開を行います。
日時：6 月９日(水)〜11 日(金) ９:45〜11:00
場所：都立多摩桜の丘学園 聖ヶ丘 1-17-1

◆ ｢カランドリエの会｣お礼とご報告

◆ひとり暮らし高齢者の日帰りバス旅行

京王･小田急線永山駅より聖ヶ丘団地行き･聖蹟桜ヶ
丘行きバス 5 分「桜ヶ丘公園西口」下車 1 分

※車でのご来場はご遠慮下さい
内容：施設、授業の見学
問合せ：副校長 鈴木
042-374-8111

❤情報をお寄せください！
ボランティア通信は、市民活動団体等の講座、
イベントなどの地域情報を掲載しています。
ご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/FAXでお送りください。
毎月20日締切。
編集の都合上、掲載できない場合はご了承下さい

皆さまにご協力いただいた使用済切手等を整理・分
類し、特別支援学校や施設等に寄付をしています。
本年度もご協力をよろしくお願いします。
【昨年度の実績】
使用済み切手(聖明園へ)
390,000 枚
プリペードカード(ボランティア基金へ) 260,000 枚
ベルマーク(桜の丘学園へ)
39,544 点
未使用葉書
80 枚
¹『聖明園』は、青梅市にある盲老人ホームです。
寄せられた使用済み切手を換金し、施設設備の
一部に充てています。

【集めれば 宝】〜収集箱設置場所
ボランティアセンター･永山分室の他、市民活動情報
センター、永山公民館、市役所１階ロビー、総合福祉
センター3/6/7 階、福祉ショップ、南部地域病院、
聖の郷、南農協多摩支店、コミュニティーセンター、
郵便局(本局/永山局/貝取北局)など

多摩ボランティアセンター
次回定例会 5 月１９日（水）13：30〜
登 録 団 体 連 絡 会 だ よ り vol.２３ 総合福祉センター7 階
桜が葉桜にかわるのをまっていたかのように、はなみずき、はなずおう、しゃくなげ。緑がいちだんと
映える季節になりました。４月１４日に開かれた今年度第一回の連絡会には、新たに参加された団体を含
めて２３団体、ほぼ全員が出席され、世話人の選出など、新年度らしい議事がすすみました。世話人は７
名のうち５名が交代しました。新しい視点で、ボランティア活動を見つめ、発展させていきたいと思って
います。なお、今年も世話人代表の長瀬が、このコラムを担当いたします。
よろしくお願いいたします。（とのぐさ記）
T参加団体 なかまの会白楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟ,なかまの会在宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ,多摩市手話ｻｰｸﾙ「クローバー」, リフォームおはりばこ
点字サークル・トータス, カランドリエの会, にじいろの会, 多摩市音訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ繭, 男性ボランティア会議,
ﾊﾟｿｺﾝ点訳ｻｰｸﾙこがめ, 自立ｽﾃｰｼｮﾝつばさ, ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ絵手紙くるくる, 多摩市要約筆記サークル,
おもちゃ病院 Kebo, 傾聴ボランティアグループ「福寿草」, NPO 法人多摩市聴覚障がい者情報活動センター,
ひなの会, 筋力向上体操サポーターズクラブ, 珠（たま）いきいきライフの会, たま愛犬クラブ, パソコンボランテ
ィア多摩, たま・アニマルレスキュー・ネット , たま介護会, 個人

〜生きる喜び広げよう
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)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

おいしんぼクラブ・もみじ亭
メンバーと精神保健ボランィ
アが一緒に昼食を作ります。

グループＴＯＭＯ/料理訓練
障がいの有無に関わらず、ご参
加ください。

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

日 時・場 所
※毎月
5/12･19･6/2(水)
10:00〜12:30
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
健康ｾﾝﾀｰ 3 階（関・一つむぎ館）
5/12(水)10:00〜14:00
総合福祉センター5 階 調理室
《ポークビーンズ･りんごとキャベ
ツのサラダ･豆腐入り白玉団子》
※第 2 水曜日
５/27(木)10:00〜15:00
永山公民館 4 階 調理室
《手打ちうどん･マーボ茄子
サラダ･デザート》※第４木曜日
５/26(水)10:00〜1５:00
高尾山
聖蹟桜が丘駅交番側
改札口前集合
※第４水曜日

費用・持ち物

問 合 せ

100 円
（お茶代）

300 円
米 180cc
ｴﾌﾟﾛﾝ/三角巾

多摩ボランティア
センター
373-6611

900 円
ｴﾌﾟﾛﾝ
持ち帰り容器

グループＴＯＭＯ
/FAX 389-1234
(５/2５締切)

弁当飲物持参
交通費
※雨天中止

斉藤
371-1768
(５/２4 締切)

助 成 情 報 〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い
¾NHK 厚生文化事業団

第 22 回「わかば基金」〜地域福祉を応援する〜 締切５/21(金)必着
地域に根ざした福祉活動を活発にすすめている団体。法人格所有団体は対象外(NPO 法人は対象)
①支援金：70 万円/１団体 ②リサイクルパソコン：3 台/1 団体(①か②どちらかを選択)
申込/問合せ：NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係
03-3476-5955
申込書は HP
FAX03-3476-5956 http：//www.npwo.or.jp
からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

¾(財)大同生命厚生事業団
サラリーマン（ウーマン）/シニアボランティア活動助成 締切５/3１(月)必着

できます

サラリーマン(ウーマン)/シニア(60 歳以上)の個人もしくは団体。
５年以内に本助成を受けていないこと。
①高齢者福祉 ②障がい者福祉 ③子ども(高校生まで)の健全な心を養うための交流に関するボランテ
ィア活動 ※同時申請は不可
助成額：10 万円/1 件
申込/問合せ：(財)大同生命厚生事業団事務局
06-6447-7101/FAX06-6447-7102
http：//www.daido-life-ｗelfare.or.jp

❤ボランティアコーディネーター・ニューフェイス紹介！
4 月からボランティアセンターに勤務することになりました高橋庸子です。
今まで障がい者施設で働いていました。同じ福祉の世界とはいえ「ボランティア」
の窓口の広さに驚いています。
皆様にいろいろ教えて頂きながら【一歩・一歩確実に！】をモットーに頑張りた
いと思います。どうぞよろしくお願いします。

♪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

