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携帯に送る

今月の必見！！
◆ 夏のボランティア体験２０１０参加者大募集中

☞2 頁へ GO!

◆ 宿泊旅行、夏祭りの手伝い等単発・継続ボランティア募集！

☞3・４頁へ GO!

◆子ども夏まつり・バス旅行・永山のまち歩き等地域情報と催しの紹介

☞5 頁へ GO!

◆ 災害ボランティア研修会第２回〜第 4 回のご案内！

☞5 頁へ GO!

ボ ラ セ ン TOPICS
夏のボランティア体験 2010 参加者大募集
〜今年から小学生・親子参加・シニア向けメニューも〜
体験期間：7 月 26 日(月)〜8 月 31 日(火)
申込締切：7 月 10 日(土)まで
対象：小学生以上 ※原則 3 日以上活動できる方
活動先：高齢者・障がい者・児童施設など
参加費：500 円(ボランティア保険加入者は 200 円)
※メニュー・参加申込用紙の入手方法
ボランティアセンター、同永山分室、市民活動情
報センター、福祉ショップ「きずな」、愛宕かえ
で館、貝取こぶし館、トムハウス、ひじり館の窓
口もしくはボランティアセンターホームページ
よりダウンロードしてください！
2 頁参照

ボランティアセンター登録団体の方々へ
今年も、多摩市社会福祉協議会会員加入のお願いをさ
せていただきます。未加入の団体(方)は、ご協力をお
願いします(種別等は 2 頁参照)。

ボランティア相談員
フォローアップ研修会報告
6 月 10 日(木)に日野市ボランティアセンターの
職員及びボランティア相談員の方をお招きして、
日野市の具体的な活動内容、相談員としての心構
え、困難ケースやそれに伴う対応についてなど、
今後の参考となる貴重なお話を伺いました。今後
も定期的に研修会を行っていきます。

〜ボランティア相談員さん活動開始〜
ボランティア相談員さんと一緒に、夏のボラン
ティア体験出張受付を行います。

第１回災害ボランティア研修会報告
多摩市総務部防災安全課の職員の方より多摩市の防
災対策についてお話を伺いました。第 2 回目は災害
ボランティアについて考えていきます。登録団体連
絡員以外の方の参加もお待ちしています。

５頁参照
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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夏のボランティア体験 2010

参 加 者 大 募 集 中！
今年の夏、ボランティア活動という未知の世界に一歩飛び出して、自分の世界を広げてみませんか。
ボランティア体験を通して、地域のことがわかったり、多くの人と出会うことで新たな自分を発見する
かもしれません。「ボランティアってなあに？」「試しにやってみたい」という方には絶好の機会です。
まずは申し込み書類一式を入手して、どのような活動先があるか確めてみてください。

＊先着順で受付をしています。活動先によっては定員を満たしています。どうぞお早めに。

小学生用メニューの紹介
〜みんなとちがう夏をすごす！〜
高齢者や障がい者との交流・使用ず
み切手の整理・夏祭りの手伝い
・ふきん作り・竹のおもちゃ作り・
保育園の仕事の手伝い・文字で書い
て伝えあう体験 ほか
＊メニューによっては、保護者同
伴が条件のものもあります。

受付窓口：多摩ボランティアセンター 7/9（金）まで
または 同永山分室
7/10（土）まで
出張受付窓口：
7/2（金） 15:00〜18:00 愛宕かえで館
10:00〜12:00 アクアブルー多摩
/3（土）
13:30〜15:30 市民活動情報センター
ベルブ永山３階事務室ロビー
/5（月）
貝取こぶし館
15:00〜18:00 ベルブ永山３階事務室ロビー
/6（火）
ひじり館
/7（水）
トムハウス
/10（土） 13:30〜15:30 ベルブ永山３階事務室ロビー

◆多摩市社会福祉協議会 会員募集中！
多摩市社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で、住民の方々が支え
あいながら、いきいきと安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域福
祉活動を展開しています。皆様から頂いた会員会費や寄付金は様々な地域
福祉活動の財源の一部となっています。ぜひ、ご支援をお願い致します。
会員会費に関する出前説明会も実施していますので、どうぞお気軽にご
相談ください！
問合せ：社会福祉協議会法人管理課
042−373-5655

¹会費種別と年会費
個人会員

５00 円

団体会員

３, 000 円以上

賛助会員

１, 000 円以上

特別会員 １0,000 円以上
いずれも年額(１口)
年度を通して募集しています

◆宮崎県・鹿児島県口蹄疫被害義援金の募集について
宮崎県・鹿児島県口蹄疫被害の義援金を募集しています。この義援金は、口蹄疫防疫活動により被害を
受けた畜産農家に対する支援を行うことを目的にしています。
募集期間：平成 22 年 7 月 30 日(金曜日)まで ※税制上の優遇処置(所得税、法人税)が認められます。
募金方法：口座振り込み、現金書留等があります。詳細は宮崎県（http://www.akaihane-miyazaki.jp/）
及び鹿児島県(http://www.minc.ne.jp/akaihane/)共同募金会のホームページをご覧ください。

ボランティア基金へのご寄付ありがとうございました (6 月)
匿名 2 件 1１,000 円

皆さまの温かいご厚意、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７月１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
多摩市視覚障害者福祉協会

１

行き先： 千葉・鴨川方面

内 容・募集人数

南野デイサービス
総合福祉センター4階

継続ボランティア募集

備 考

宿泊の研修旅行の付き
添い、介助
男性３〜４人

10月２日(土)
8:30〜
３日(日)
17:00着予定
多摩市役所

参加費は自己負担
5,000円程度

夏祭りの手伝い
①ヨーヨー②スイカ割
り③輪投げ ほか
各日3人

①７月27日(火)
29日(木)
10:00〜15:30

交通費は要請者負担

NEW!

２

日 時

※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

内 容・募集人数

日 時

備 考

１

特別養護老人ホーム愛生苑
多摩市和田1547

利用者の見守り・話
し相手・洗濯物たた
み
２〜４人

全日(土日も可)
９:00〜16:00
2時間から可能
頻度応相談

交通費は要請者負担

２

こだまの会

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保育園
②学童保育(1〜4年生)
③多世代交流『ひとい
き広場』
などのお手伝い
2〜3人

９:00〜1７:00

交通費は要請者負担

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

16歳以上の方
詳細は直接問合せ

①火曜日
15:30〜17:00
②金曜日
9:30〜15:00

月2回でも可
②昼食持参

多摩市総合福祉センター

３

NPO保育園種まく人
町田市小山町2581-1
プレジオ小山Ⅱ101
（京王多摩境駅近く）

４

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）

５

島田療育センター・ほっと
ステーション
中沢1-31-1

3〜4時間でも可

頻度応相談
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障害者福祉センター

６

７
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内 容

日 時

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

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。

ボランティアセンター

車いす整備

７月２０日(火)
10:00〜12:00

ボランティア通信
の封入・発送作業

８月５日(木)
13:30〜

総合福祉センター3階

ボランティアセンター

８

平成２２年７月１日（４）

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！

備 考
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

電器関係修理（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

芸能関係

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、
アートフラワーづくり

料理

蕎麦打ち

その他

対面朗読、回想法の講習

活 動 しま す・ 始 め ま した ！
◎単発ボランティア活動 →通信発送作業 1人、南野デイサービス３人
歩こう会 2人、茶道の指導 ５人
＜参加者の感想＞
ボランティア入門講座のガイドヘルプ体験が役にたちました。初
めての参加でしたが、ベテランのボランティアさんや視覚に障が
いのある方がやさしく助言してくれ、楽しく安心して活動できま
した。また来月も参加しようと思います。

◎継続ボランティア活動

→南野デイサービス1人、車椅子整備３人
囲碁のお相手 1人
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◆安全・安心を確かめる 永山のまち歩き

参加費無料

自分たちの住む 永山 を「福祉の視点」で歩い
てみませんか。障がいのある方のガイドや車いすの
〜多摩市社会福祉協議会
体験もします。ぜひご参加ください。
ボランティア活動振興助成金助成事業〜
日時：７月 2１日(水) 9:30〜12:00 小雨決行
◆いろりの会 夏の親睦会-群馬へバス旅行※雨天時 23 日に延期
「いろりの会」は、知的障がい者の余暇活動とし
て、ボランティアの方たちと一緒にショートテニス 集合時間･場所：9:20 東永山複合施設
対象：永山地区にお住まいの方
を練習しています。
（毎月第 2 日曜 10 時〜12 時 西永山複合施設体育館） 内容：第１部：まち歩き ２コースに分かれ防災や
バリアフリー・まちづくりなどの視点で歩きます。
今回は、障がいのある方とボランティアが一緒に一
日を過ごします。草津白根山で、新鮮野菜の収穫を 第２部：懇親会(終了後)参加自由 会費 500 円
主催：福祉のネットワーク永山
楽しみませんか？
申込/問合せ：多摩市社会福祉協議会 まちづくり推進係
日時：８月 2１日(土) 7:45〜17:00（予定）
永山事務所
042-306-1133
集合・解散場所：多摩市役所地下駐車場
☆福祉のネットワーク永山は… H21.２より永山
対象：いろりの会の活動に関心のある方
地域の団体が連携・協力しながら、
「安心して暮らし
※障がいのある方は介助者の同行が必要
続けられる永山」を目指して活動しています。
参加費：2,000 円 現地にて各自昼食
定員：21 名
締切：7/15(木)
主催：いろりの会
◆第 19 回 全国ボランティアフェスティバルひろしま
申込/問合せ：NPO 法人アニモ
〜つながる民力 いかしあう民力〜
柴田 042-339-6628
日時：9 月 2５日(土)・2６日(日)
締切：8/10(火)

◆都立多摩桜の丘学園 子ども夏まつり
学園の子どもたち(障がい児)と地域の方々との交
流と親睦を深めていただける場です。模擬店・舞台
アトラクションなどお楽しみください。
※車での来場はご遠慮ください。
日 時：７月１９日(祝・月) 15:00〜16:30
会 場：都立多摩桜の丘学園(聖ヶ丘 1-17-1)
連絡先：都立多摩桜の丘学園(担当:滝口)
042-３７４−８１１１(16:00〜17:00 の間)

場所：広島国際会議場ほか
内容：2５日/開会式、テーマトーク、交流会※費用別
2６日/分科会、リレートーク、引継式・閉会式
☆22 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。達人と歩
くミニツアーなどオプションプログラムも多数有。
参加登録料：3,000 円(大学生以下無料)
申込/問合せ：全国ボランティアフェスティバルひろしま
実行委員会事務局(広島県社会福祉協議会内)
082−298−8001 FAX082−298−8021
http://www.hiroshima-fukushi.net/v2010/

多摩ボランティアセンター
次回定例会７月２１日（水）13:30〜
登 録 団 体 連 絡 会 だ よ り vol.２5 総合福祉センター7 階
はじめての試み。災害ボランティア研修会を盛り込んだ連絡会は６月１６日に開かれました。連絡会では、
防災をテーマに学習していくことが確認され、８月の多摩市総合防災訓練にむけて、進め方を検討しました。
研修会では、市防災安全課金井さんから「市の防災対策」についてお話をうかがいました。社協との間で災
害時協定が結ばれたことで、わたしたちにとってもより身近な問題となり、１時間の解説のあと、質問が多
発。時間の関係で打ち切りとなり、申し訳ありませんでした。「市の体制がまだまだ不足している。」「こ
こまで考えているんだ。」いろいろな感想を持たれたと思います。連絡員以外の方も大勢参加されました。
地域の立場で。障がい当事者の立場で。いろいろな意見をもちより、これからのネットワークづくりに、活
かせたらよいな、と感じました。７月も、２回目の研修会を開きます。ぜひご参加ください。（とのぐさ記）
【災害ボランティア研修会】 第 2･3 回各水曜日 14:30〜15:30 総合福祉センター7 階研修室にて
第 2 回 7/21(水)「災害ボランティアセンターとは」講師:東京ボランティア・市民活動センター
第 3 回 8/18(水)「市総合防災訓練に向けた今年の取り組み」
第 4 回 8/29(日)午前 多摩中学校での市総合防災訓練にて「災害ボランティアセンター設置訓練実施」
対象：災害・防災に関心をお持ちの団体所属または個人ボランティア
問合せ：多摩ボランティアセンター
042-373-6611
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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
費用・持ち物
7/14･21･8/4(水)
10:00〜12:30
100 円
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
(お茶代)
健康センター3 階 (関・一つむぎ館)
7/14(水)10:00〜14:00
総合福祉センター5 階 調理室
300 円
《麺もつゆも手作り冷やし中華･
ｴﾌﾟﾛﾝ/三角巾
お楽しみデザート》
※第 2 水曜日
7/22(木)10:00〜15:00
900 円
永山公民館 4 階 調理室
ｴﾌﾟﾛﾝ･米２C
《皮から手作り餃子･生姜ご飯･
持ち帰り容器
サラダ･デザート》※第４木曜日
7/21(水)10:00〜1５:00
昼食代
丸の内「さえずり館」
交通費
永山駅交番前集合
※雨天決行
※第４水曜日

問 合 せ

多摩ボランティア
センター
373-6611

グループＴＯＭＯ
/FAX 389-1234
(7/20 締切)
斉藤
371-1768
(7/19 締切)

助 成 情 報 〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い
¾ 公益財団法人 出光文化福祉財団 平成 22 年度社会福祉助成金

締切 7/30(金)消印有効
都内の社会福祉施設(障がい者・児童養護)が行う床暖房設置、省エネ等施設改造の助成
※市区町村の社会福祉協議会の推薦文を添付
助成額：100 万円以内/1 件
申込/問合せ：(公財)出光文化福祉財団 事務局(担当：吉田)
03-5428-620３
FAX03-3463-8750
http://www.sif.or.jp

¾ 財団法人 松翁会 平成 22 年度社会福祉助成金

締切 7/31(土)消印有効
対象：社会福祉に関する民間の事業、研究を対象 ①事業助成 原則法人施設・団体 ②研究助成 法人施
設・団体・研究グループ
助成額：１件 80 万円以内
申込/問合せ：(財)松翁会 事務局助成係
03-3201-3225 FAX03-3201-3250
http://shouohkai.or.jp

♪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

遊歩道

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

