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今月の必見！！
◆ 石巻市復興支援活動報告はこちらへ

☞ １・２頁へ

GO!

◆ 一泊宿泊旅行、東京ヴェルディ(J2)など単発ボラや継続ボラ募集！☞ ３・４頁へ

GO!

◆ 永山分室からのお知らせ〜東永山複合施設の夏季期間の利用について

GO!

☞ ６頁へ

ボ ラ セ ン TOPICS

石巻市

復興支援ボランティア
〜多くの出会い・絆に感謝！

がんばっぺ！石巻！！

がんばっぺ！東北！！

多摩市社会福祉協議会では、東日本大震災により被災された方々を支援するため、６月１７日より
ニーズに応じた復興支援ボランティア活動を行っています。4 月から 5 月まで石巻市で復興支援活動
をされていた国士舘大学に、現地で活動されている方々と私たちを繋いでいただくコーディネートや
活動に必要な資材を貸していただくなど、全面的な協力をいただいています。また、多摩市から職員
の派遣協力や永山運送㈱からボランティアの送迎協力等もいただいています。
３泊４日を１クールとし、各クール×ボランティア８名で、7 月 23 日まで切れ目なく、現地の方々
や活動団体と協力しながら、活動を進めています。参加メンバーは、１０代後半〜70 代までの幅広
い年齢層の男女、週末には経験のある国士舘大学の大学院生（2〜3 名）も加わり活動しています。
行きのバスの中でチームリーダーを決め、初日は石巻市内の視察、２・３日目に活動、４日目は午前
で活動を切り上げ、次のクールにバトンタッチします。
主な活動内容は、牡鹿半島のがれき撤去や、漁業支援活動、
被災者宅の支援、側溝の泥かきなどです。職員は、毎夜、石
巻専修大学内で行われている石巻災害復興支援協議会の会
合に参加し、他団体の情報共有や次の日の活動調整を行って
います。活動開始にあたり、多くの方に参加申込をいただき、
また多方面の方々にご協力いただき、感謝申し上げます。
牡鹿半島
協力：多摩市、国士舘大学、永山運送(株)

小網倉浜…カキの養殖地として海外でも有名な日
本有数の漁場で、三陸沿岸の眺望が広がります。

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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◆漁業支援活動
牡鹿半島の小網倉浜では、浜に打ち上げられた魚網やブイ(浮き)、
ロープなどにからまったアンカー※の運び出しを行いました。
※船を一定の場所に留めておくため、綱や鎖をつけて海底に沈めるた
めのおもり(いかり)のこと

º地元の漁師さんの声
・ガラクタのようになってしまったが、使えるものも多い
ロープやブイ（浮き）などは運び出してほしい。
・地元の者だけではどうにもならないと思っていた所、ボ
ランティアの方が関わってくれてとても感謝している。
ºボランティア活動者の声
・漁業支援活動は途方もない作業で、復旧･復興への長い道のりを実感した。
・地元漁師の方から直接話を聞き、「少しでも力になりたい」と感じた。
・現地の復興が今後どのようにされていくのか見届けたい。

◆被災者宅での支援活動
個人宅に伺い、室内の整頓、家具の運び出し・移動、庭の
泥出しや倒れた樹木の撤去などを行いました。

◆石巻市内の側溝泥かき
まず側溝のふたを開けて、角スコップでかき出します。
他団体と合同で大人数での作業になります。
ボランティア同士、チームワークが大切です！

活動から… 津波による港や浜、陸地部の被害は甚大です
が、地元の方々は、私達には見えない苦しみや不安を抱え
ながらも、前を向いて歩み始めています。地元の方々と一
緒に歩みながら、様々な支援活動をしている方々と協働
し、支援を継続していく必要性を改めて感じました。

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。
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できるかもしれま
せん。

＊先着順で受付をしています。活動先によっては既に定員を満たしています。お早めに！
体験期間

7 月 2５日（月）〜8 月３１日（水）

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！
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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
あい介護老人保健施設

１

New!
２

New!
３

N eNw
ew
! !

内 容・募集人数

日 時

夏まつりのおみこしの
担ぎ手、利用者の付き
添い
１０名

7月30日（土）
15:00〜17:00

多摩市視覚障害者福祉協会
行き先：山梨方面
ぶどう狩り
集合・解散：多摩市役所
駐車場

一泊研修旅行の付き添
い、介助

10月１日(土)
集合
8:30
10月２日(日)
解散 17:00
解散時間は予定

参加費は自己負担
5,000円程度
(宿泊代・３食付)

アートひまわり

一泊研修旅行の付き添
い、身体介助、入浴介
助

10月12日(水)
集合 8:30
10月13日(木)
解散 18:00
解散時間は予定

食事・交通費とも
要請者が負担

10月１日(土)
２日(日)

9/11(日)締切
詳細は後日連絡

中沢1-17-38

行き先：群馬方面
集合・解散：多摩市役所
駐車場

男性２〜３名

男性３名

４

NNeeww! !

第20回 トムハウスまつり
トムハウスまつり実行委員
☎042-371-8806

会場準備・テント設営
ホール機器の操作・進
行、お餅つきのつき手
や準備
男女問わず 5〜6名

備 考

10:00〜15:30

継続ボランティア募集

１

New!
２

New!
３

New!

名称・活動先
デイサービスまほろば

内 容・募集人数
利用者への囲碁の相手

場所：多摩市落合６丁目
東京ヴェルディ
場所：
①味の素スタジアム
京王線飛田給駅徒歩5分
②国立競技場
総武線千駄ヶ谷駅徒歩５分
または大江戸線国立競技場
駅徒歩１分
外出時の付添い
永山在住、一人での外出に
不安のある女性の付添い

日 時
月・水・金の 午
前・午後、都合の良
い時

東京ヴェルディホーム ①8/6(土)･21(日)
ゲームでの車椅子来場
及び
者 の 付 添 い ( 車 椅 子 操 ②8/27(土)
作・会場案内等)
14:30〜21:00
※7/30(土)事前オリ
エンテーション
15:00〜17:00

外出時の付添い、
見守り
１名

相談の上、決定

備 考
交通費は要請者
負担
交通費一律
1,000円及び
お弁当の支給有

※９月以降も活
動を続けられる
方

交通費は要請
者負担
左半身麻痺、
杖歩行
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内 容
パッチワークの指導

日 時
第2・４水曜日

13:３0〜1５:３0

備 考
交通費等要請者負
担

１名

５

アルジャメゾン紅梅
八王子市東中野196-5

かな習字

木曜日

1０:00〜1２:00
１名

６

銀河デイサービス

利用者への囲碁の相 月〜金曜日の間相談
手
の上、決定

交通費は要請者負
担

場所：多摩市豊ヶ丘１丁目
13:00〜15:00

７

リハビリ介助
場所：要請者宅
（鶴牧３丁目）

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。

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

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！！
８

９

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

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。

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

ボランティアセンター

車いす整備

7月19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

8月4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

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

活 動 します！活 動 しました！
◎ 単発ボランティア活動
石巻市復興支援 のべ96名、チャリティゴルフ 3名、幼児保育 １名、
ボランティア通信発送 2名、イベント 1名
◎ 継続ボランティア活動
車いす整備 ４名 、リハビリ介助 ２名
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地域の情報と催し

記載のないものは

参加費無料・直接会場へ

◆多摩市社会福祉協議会

「ふれあい・いきいきサロン説明会」
社会福祉協議会では、高齢者や障がい者・子
育て中の親子など、地域の住民誰もが楽しく気
軽に立ち寄れる「地域のふれあいの場」づくり
を推進しています。サロン活動に関心・興味が
ある方を対象に説明会を開催します。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
日時：7 月 29 日(金)14:00〜15:00
場所：永山公民館(ベルブ永山)学習室
内容：サロン立ち上げについて、サロン活動者
からの話など
申込/問合せ：まちづくり推進係
373-5616

◆「夏まつり＆盆踊り」情報
地域の人々と、夏まつりや盆踊りを通して知り
合い、親睦を深めましょう。
ご家族みんなで。お友達を誘って。
楽しい集いに、お出かけください。
☆第 35 回 落合ふるさと夏祭り〜落合南公園〜
7/22(金)19:00〜20:30 前夜祭(野外映画会)
23(土)10:00〜21:00
24(日)10:00〜20:30
☆楽友会納涼会 〜楽友会玄関前広場〜
7/28(木)18:00〜
☆乞田・貝取ふれあい館 盆踊り
7/30(土)19:00〜21:30
(雨天順延 7/31(日)19:00〜21:00)
☆ゆう桜ケ丘 夏まつり
8/20(土)14:00〜20:00
8/21(日)13:00〜18:00
☆ひじり館 子供夏まつり＆ふるさと夏まつり
8/20(土),21(日)11:00〜 夕方からは盆踊り

多摩ボランティアセンター
登録団体連絡会だより vol.37
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◆夏休み子ども手話教室（全３回）
初めて参加する人でも大丈夫。楽しく手話を学
びましょう。親子で参加できます。
日時：7 月 21 日(木)〜23 日(土) 10:00〜12:00
場所：愛宕かえで館
定員：30 人(申込み先着順) 対象：小学生以上
主催：多摩市手話サークル「クローバー」
愛宕コミュニティセンター運営協議会
健康育成部会
後援：多摩市聴覚障害者協会
申込/問合せ：愛宕かえで館
375-2990

◆第20回

多摩市平和展

戦争の悲惨さを次世代に伝えます。
平和の意義を確認するとともに平和の意識の高
揚を図る為に毎年実施しています。
ぜひご来場ください。
日時：7月23日(土)〜31(日)
場所：パルテノン多摩
市民ギャラリー・ホール・特別展示室など
主催：多摩市/多摩市平和展市民会議
337-7660
ステキな
◆老人福祉センター世代間交流事業 お土産つき

ふれ愛❤折り紙教室

高齢者の知恵と子供たちのパワー！
楽しい折り紙作品を作りましょう。
日時：8 月 11 日(月) 14:00〜15:30
対象：①大人(60 歳以上)②子供 4 歳〜小学生
(小学生未満は保護者同伴) ※市内在住者
場所:総合福祉センター（多摩市南野 3-15-1）
6 階集会室
人数：①②各 15 人(申込先着順)
持ち物：折り紙,のり,はさみ,筆記用具,上履き
申込/問合せ：多摩市社会福祉協議会地域福祉課
地域生活支援係
356-0307
電話又は総合福祉センター3 階事務室へ直接申込

多摩市社会福祉協議会でも災害復興支援ボランティア活動が始まりました。
準備で忙しい 6 月 15 日、ＮＰＯ中沢池愛好会さんも加わって、第３回連絡会が開かれました。
連絡会メンバーも多くの方が石巻市支援に参加されますが、まずは、今後の学習会の進め方の話し合い
を。被災地への支援だけでなく、地域での自助など、どんな形で災害ボランティアに関われるか、それ
ぞれの立場でじっくり話し合うことにしました。後半は、５月初め、ピースボート支援活動に参加され
た柴田綾子さんから、現地の状況、ボランティア活動で感じたこと、気をつけたことなど、貴重な話を
伺うことができました。柴田さん、ありがとうございました。（とのぐさ）
次回定例会 7 月 20 日(水)13:30〜 総合福祉センター7 階
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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
7/13･20、8/3(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
7/13(水)10:00〜14:00
総合福祉センター5 階調理実習室
《中華風肉じゃが･麺から作る冷し中
華･杏仁豆腐》 ※第 2 水曜日
7/28(木) 10:00〜15:00
永山公民館 4 階調理室
《お楽しみ茄子料理･しょうがご飯･
サラダ･デザート》
※第４木曜日
7/27(水)エコプラザ
10:00 永山駅交番前集合
15:00 解散
※第４水曜日
雨天決行（雨天時はバス利用）

費用・持ち物
100 円
（お茶代）
400 円
ｴﾌﾟﾛﾝ/三角巾

問 合 せ

多摩ボランティア
センター
373-6611

800 円
ｴﾌﾟﾛﾝ/持ち帰り容器
米 2 カップ

グループＴＯＭＯ
/FAX389-1234
(7/26 締切)

昼食代・交通費
飲み物

斉藤
371-1768
(7/25 締切)

助 成 情 報 〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い 〜
¾ 財団法人 松翁会 平成 23 年度社会福祉助成金
締切 7/31(日)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
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
03-3201-3225 FAX03-3201-3250
http://shouohkai.or.jp

法人施

¾ みずほ福祉助成財団 平成 23 年度社会福祉助成金事業 締切 7/31(日) ※8/1(月) 郵送必着
障がい児者に関する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 〜施 設 利 用 の皆 様 へ〜
夏の計画停電回避のため、7/14(木)〜9/30(金)東永山複合施設(教室･体育館)は「平日輪番週１日
市民開放休止」となります。永山分室の会議室･活動室は、使用できますが、照明･クーラー(設定温度 28℃
厳守)等の節電に、ご協力をお願いします。

♪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

