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多摩市社会福祉協議会

多摩ボランティアセンター
イラスト：和田中５組(特別支援学級)
の生徒さん 作

ＴＥＬ ０４２−３７３−６６１１

ＦＡＸ ０４２−３７３−５６１２
携帯に送る

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

今月の必見！！
◆ 被災地支援ボランティア、夏ボラ体験２０１１のお知らせ
◆ 活動者求ム！単発&継続ボラ

☞ １・２頁へ

GO!

皆さんのチカラを貸して下さい！ ☞ ３・４頁へ

GO!

◆ 地域情報・催しや助成情報をぜひご活用ください！

☞ ５・６頁へ

ボ ラ セ ン TOPICS

GO!

◆申込締切

一日も早い復興に向けて皆さんとともに頑張ります！

６月８日（水）
１６時まで

多摩市社会福祉協議会では、東日本大震災被災地支援活動として、
現地(宮城県石巻市)で活動する復興支援ボランティアを募集します。
活動希望の方は、電話にて申込後、募集要項を参照の上、参加申込用
紙に必要事項を記入しボランティアセンターまでご提出ください。
詳細は、当センターＨＰまたは窓口で配布の募集要項をご参照ください。
◆応募条件：①原則として市内在住、在学、在勤の方
②心身ともに健康で体力に自信のある 18 歳以上の男女
(※未成年の場合、保護者の承諾が必要)
③被災地での活動を強く希望され、参加について家族の了解が得られる方
④現地のボランティアニーズに応じた活動を行うことができる方
⑤参加者同士のチームワークを大切にできる方⑥事前説明会に参加できる方
◆募集人数：各回 ８名×12 クール＝96 名 【1 クール３泊４日】
◆参加費： １５，０００円(宿泊費/朝食付、V 保険代等) ※その他、昼・夕食費等は各自負担
◆日

程：

6 月 18 日(土)〜7 月 23 日(土)の

全 12 クール

各3泊4日

※各クールの日程は、募集要項をご参照ください。
◆申込方法：まずは電話で申込み後、参加申込用紙に、必要事項を記入の上、下記までＦＡＸまたは
メールでお送りください。

◎事前説明会：６月１０日(金)①１４時〜１6 時

②１８時３０分〜２０時３０分

※①②どちらかに必ずご出席ください。説明会に参加できないと、支援活動には原則参加できません。

☞申込/問合せ
社会福祉法人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
E-ＭＡＩＬ：tamavc@tamashakyo.jp
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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参加者募集！
夏のボランティア体験とは…
ボランティアは初めて…という方やこれまでと違った分野で活動したいと思っている方には、参加しや
すい活動体験です。活動期間の中で、自分のスケジュールと希望に合った活動先を選んでご参加下さい。
必ず、新たな出会いと発見があります！この夏に新しい経験を沢山してみてください！
実施期間

7 月 2５日（月）〜8 月３１日（水）

体験施設
対
象

高齢者施設、障がい者施設、児童施設、ボランティア団体、その他
小学生〜高齢者 親子での参加、シニアの方（概ね 65 歳以上）
、主婦の方等歓迎
※原則として期間内に 3 日以上の活動ができる方
参 加 費
３００円（ボランティア保険料）
※同保険加入済の方、教員研修での参加の方は無料。また保険加入済の方は「ボランテ
ィア保険加入確認証」をご持参ください。
※申込先着順のため、受入人数に限りがあり
申込期間 ６月１０日（金）〜７月 ９日（土）
ます。ご希望に副えない場合がありますが、
◆活動参加までの流れ
予めご了承ください。

①自分の活動体験したい活動先・スケジュール
をメニュー一覧表から選ぶ！
③ボランティア体験スタート！

7 月 2５日（月）〜
8 月 31 日（水）

②所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加費
（ボランティア保険代 300 円）（※既加入者、教員
研修での参加の方は無料）を添えて必ず本人が窓
口で申込！

申込書類一式は、ボランティアセンター（総合福祉センター７階）
、同永山分室、福祉シ
ョップ「きずな」、市民活動情報センターなどで配布。または、多摩ボランティアセンタ
ーホームページ（http://www.tamashakyo.jp/volu/）でダウンロードしてください！

申込受付窓口は下記の場所になります 【市内出張受付も行います！】
日程

受付場所・時間

多摩市総合福祉センター7 階 8:30〜17:00
6/10(金)〜7/8(金）
（日曜日、第 1･2 土曜日除く）
東永山複合施設Ｂ棟１Ｆ永山分室 9:00〜17:00
6/10(金)〜7/9(土)
（日曜日、第 1・3･４土曜日除く）
6/14(火)、6/28(火) トムハウス１階ロビー付近 両日とも 15:00〜17:00

ご不明な点、詳細は下記
までご相談ください！
多摩ボランティアセンター

TEL

042-373-6611

FAX

042-373-5612

6/18(土)、7/5(火)

ベルブ永山３階事務室ロビー前
(6/18)13:30〜15:30 、(7/5)15:00〜17:00

ボランティアセンター永山分室

6/22(水)

ゆう桜ケ丘 1 階ロビー付近

TEL

042-373-6642

FAX

042-306-113２

6/23(木)、6/30(木) 貝取こぶし館 出入口前

15:00〜17:00
両日とも 15:00〜17:00

6/24(金)

福祉ショップ「きずな」前 15:00〜17:00

6/29(水)、7/8(金)

ひじり館１階ロビー

7/1(金)、7/7(木)

愛宕かえで館１階通路 両日とも 15:00〜18:00

7/2(土)

市民活動情報センター 13:30〜15:30

両日とも 15:00〜17:00

ボランティア基金へのご寄付
匿名（１件）

1,000 円

(５/3１現在)

皆様のあたたかいご厚意に感謝申し上げます。
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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。

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

単発ボランティア募集
名称・活動先
南野デイサービス

１

内 容・募集人数
夏祭りの手伝い

総合福祉センター ４階

①7月14日(木)
②7月15日(金)

備 考
交通費は要請者負担

各日 5名

New!

２

日 時

13:00〜15:30
島田療育センター
中沢1-31-1

New!

外来利用者の家族交流
会開催中に別室で、
0〜6歳の肢体不自由
児を保育

6月23日(木)

12:30〜15:30

成人の方で、子ども
と接することに慣れ
ている方

ST集団訓練室

3

第20回記念チャリティー
ゴルフ大会
N e w ! 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

４

TAMA女と男がともに生きるフ
ェスティバル２０１１
場所：TAMA女性センター
ヴィータコミューネ７階

2名
チャリティーホールで
のチャリティー金の集
金、飲物の配付など

6月27日(月)

雨具または日除けが
できるもの。
①７:00〜11:00 ＊ジーンズ等の軽装
②11:00〜16:00 は不可

各回 3〜4名
講演会等の会場案内、
受付等
各日６名

①６月25日(土)
12:30〜16:30
②6月26日(日）
12:00〜17:00

詳細は問い合わせ

日 時

備 考

･ 042-355-2110
（中井・斉藤）

継続ボランティア募集
名称・活動先
１ ジョギングの伴走
多摩センター駅周辺 または
N e w ! 活動者宅最寄り駅周辺
２

銀河デイサービス

内 容・募集人数

視 覚 障 害 の あ る 20 代 土または日曜日
（女性）へのジョギン
グの伴走
1名
利用者への囲碁の相手 1回2時間程度

３

１名

入浴の見守り
集合、解散：
総合福祉センター 6階

New!

曜日は応相談

13:00〜1５:00

豊ヶ丘1-61-26

New!

時間は応相談

視覚障がいのある男性
の入浴時の見守り
＊歩行、着替えはでき
ます。
男性 １名

交通費は要請者負担

応相談
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内 容
脳性マヒの肢体不自
由の男児（２歳）の
リハビリプログラム
介助。

日 時
月〜日曜日の
午前または午後の2
時間程度
週１回でも可

参考ＨＰ
http://www2u.biglobe.ne.jp/
˜catch/

１回 １〜２名

軽費老人ホーム偕楽荘
山王下１−１８−２

交通費は応相談
＊1セット30分の
身体訓練を1日4〜
5セット毎日継続
して実施すること
で、脳の機能回復を
促します。

活動者が不足し
ています！！

急 募 ！
５

備 考

パッチワークの指導

第２・４水曜日
13:30〜15:30

交通費は要請者負
担

１名

６

７

アルジャメゾン紅梅
八王子市東中野196-5
南野デイサービス
総合福祉センター ４階

８

障害者福祉センター
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

かな習字

1０:00〜1２:00
１名
利用者の話相手・お 月・火・水曜日
茶出し・プログラム 9:00〜16:00
曜日・時間は応相談
補助
若干名
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
総合福祉センター7階
ボランティア活動室

交通費は要請者負
担
お昼にかかる場合
は弁当持参
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

車いす整備

6月2１日(火)
10:00〜12:00

初めての方でも大
丈夫です

ボランティア通信
の封入・発送作業

7月7日(木)
13:30〜

初めての方でも大
丈夫です

総合福祉センター７階
ボランティア活動室
１０

木曜日

活 動 します！活 動 しました！
◎ 単発ボランティア活動
地震避難訓練豚汁調理・配付 のべ１３名、イベント１名、
ボランティア通信発送 2名
◎ 継続ボランティア活動
車いす整備 ３名 、施設での碁の相手 1名 、書道指導 1名
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記載のないものは

◆「防災に強くなろう」

参加費無料・直接会場へ

〜講話・実演・試食会〜
「備えあれば憂いなし」防災知識を高め、防災に
強くなりましょう。力を合わせ、防災に強い地域
づくりをしましょう。
永山地区在住者限定の講座です。
日時：6 月 12 日(日) 10:00〜13:30
場所：東永山複合施設 永山 3-9
定員：30 名(先着順) 参加費：100 円
内容：第１部 ｢地震に対する日頃の備え｣
講師 多摩消防署の方
第 2 部 試食(非常食)と懇談
申込/問合せ：福祉のネットワーク永山
事務局：多摩市社会福祉協議会永山事務所
042-306-1133 FAX 042-306-1132
≪福祉のネットワーク永山とは≫…
「誰もが安心して暮らし続けられる永山地域」
作りの実現のために、地域の中での支え合いや、
つながり作りを目指し活動しています。

◆多摩市社会福祉協議会
ボランティア活動振興助成金事業

「要約筆記講座」受講者募集
要約筆記は、聴覚に障がいのある方や高齢で
耳の遠くなった方などに、話の内容をその場で
書いて伝える筆記通訳です。震災など非常時に
も文字で伝える方法は大切です。「言葉を伝え
るコツ」を学びませんか。手書き OHP 要約筆
記コース、PC 要約筆記コースがあります。
日時：7/5･12･19･26、8/2･9･23･30、9/6･
13 火曜日(全 10 回) 18:30〜20:30
場所：永山公民館(ベルブ永山)視聴覚室他
対象：講座終了後、活動に参加希望者(PC コー
スはノート PC 持参できる方)
定員：20 人(先着順) 6/3〜受付開始
内容：①聴覚障がい者(難聴者)理解②要約筆記の
基本学習
講師：関宣正氏、高岡芳江氏、森本行雄氏(予定)
主催：多摩市要約筆記サークル
申込/問合せ：多摩ボランティアセンター
042-373-6611 FAX042-373-5612
≪多摩市要約筆記サークルとは≫…
耳の聞こえない方、聴こえにくい方に情報を
文字に換えて伝え、支援しているボランティア
グループです。

多摩ボランティアセンター
登録団体連絡会だより vol.36
澄みきった青空の向こうで、いま
多くの人が苦しんでいる・・・。
自然の力と人間の営みに複雑な気持ちを抱きな
がら、５月１８日、新メンバー「ヴィータ男の会」
さんも加わって、１８団体が参加し、第２回連絡
会が開かれました。
メインテーマは、連絡会活動の１つの柱である、
研修会をどのようにするか。全員の気持ちは、や
はり東北大震災のこと。せっかくこれまで勉強し
てきた災害ボランティアをはずすわけにはいきま
せん。昨年同様、連続学習会を市民参加の形でお
こなうことにしました。６月の連絡会では、個人
で、石巻での災害支援ボランティアに参加された
方に、体験談をお聞きいたします。義援金や支援
物資によせられた多くの市民のかたがたの気持ち
を、無駄にしないためにも、私たちにできること
を考えていきます。今後の企画にご期待ください。
(とのぐさ)
次回定例会６月 15 日(水)13:30〜
総合福祉センター7 階

◆都立桜の丘学園学校公開のお知らせ
心身に障害をもつ子どもたちが通う学校です。
地域の方々に本校の教育について理解を深めてい
ただくために、学校公開を実施します。
日時：7 月 11 日(月) 9:45〜12:15
対象：就学希望者、療育・教育関係者
内容：施設および授業の見学
場所：都立桜の丘学園 多摩市聖ヶ丘 1-17-1
京王/小田急永山駅より聖ヶ丘団地/聖蹟桜ケ丘
行きバス｢桜ケ丘公園西口｣下車徒歩 1 分

問合せ：都立桜の丘学園 副校長 藤崎
042-374-8111
※車での来場はご遠慮ください。

◆登録団体連絡会 学習会のご案内
ボランティアセンター登録団体連絡会では、６
月からの定例会の時間を短縮して、後半は「災害
支援ボランティアについて」学習会を行ないます。
第１回の６月１５日午後２時半からは、ピース
ボート企画に参加され、石巻の支援にいかれた、
鶴牧在住 柴田綾子さんをお招きし、お話を伺い
ます。現地の様子、ボランティア活動に参加する
心構えなど貴重な体験を聞けるチャンスです。連
絡員以外の方も歓迎いたしますので、ぜひ、ご参
加ください。
なお、会場準備の都合上、参加ご希望の方は、
ボランティアセンターに事前連絡をお願いいたし
ます。
（連絡会世話人代表 長瀬敏雄）
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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（精神障がい当事者）
とボランティアが一緒に昼食
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
6/8･15、7/６(水)
10:00〜12:30
健康ｾﾝﾀｰ 3 階（関・一つむぎ館）
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
6/8(水)10:00〜14:00
総合福祉センター5 階調理実習室
《鶏肉みぞれ和え･卯の花･冷や汁･
水ようかん》 ※第 2 水曜日
6/23(木) 10:00〜15:00
永山公民館 4 階調理室
《ゴーヤチャンプル･味ご飯･
サラダ･簡単スープ･デザート》
※第４木曜日
6/22(水)10 時 永山駅交番前集合
相模原北公園(橋本からバス)
(雨天)橋本ショッピングモール
「ＡＲＩＯ」
※第４水曜日

費用・持ち物
100 円
（お茶代）
400 円
ｴﾌﾟﾛン/三角巾
米 180cc

問 合 せ

多摩ボランティア
センター
373-6611

800 円
グループＴＯＭＯ
ｴﾌﾟﾛン/持ち帰り容器
/FAX
389-1234
米 2 カップ
(６/21 締切)

昼食代・交通費

斉藤
371-1768
(６/2０締切)

助 成 情 報 〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い 〜
¾ 赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」助成事業 締切７/3１(日)必着
東日本大震災の被災地等で活動するボランティアグループ・NPO(5 名以上)への活動支援①緊急救援活動
(炊き出し,訪問/相談活動など)②生活支援活動(避難所から仮設住宅等へ入居後の生活支援等)③復興支援活
動(地域活動等の再開,立ち上げ活動等) 助成上限額：活動①１週間以内 10 万円以内②1 か月未満 50 万円
以内③１カ月以上 300 万円以内 対象費用：①支援活動に要する費用②活動拠点設置費③拠点中心交通費
④特約付ボランティア保険料
申込/問合せ：((社福)中央共同募金会企画広報部 助成金担当
03-3581-3846 FAX03-3581-5755 http://akaihane.or.jp MAIL:support@c.akaihane.or.jp
¾ 太陽生命ひまわり厚生財団 平成 23 年度社会福祉助成事業 締切 6/30(木)必着 郵送のみ
①事業助成(地域福祉活動を目的とするボランティアグループ･NPO)②研究助成(非営利の民間団体等/個
人) 助成額 1 件につき：①20〜50 万円②30〜70 万円 申込/問合せ：(公財)太陽生命厚生財団事務局
/FAX 03-3272-6268 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/

☆ボランティアセンター永 山 分 室 からのお知 らせ 〜登 録 団 体 の皆 様 へ〜
❤『紙折
折機』1 台 ｢住田けいことなかまの会｣様より寄贈していただきました。
❤『印刷機』が新しくなりました。A3 まで印刷出来ます。 永山分室活動室でご利用ください。

♪多摩ボランティアセンター
月〜金 8:30〜17:00 第 3･4･5 土曜日
〒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３/ベルブ永山 3 階 13:30〜15:30

