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今月の必見！！
◆ 東日本大震災復興支援チャリティ映画上映会「エクレールお菓子放浪記」報告 …２頁
◆ イベント&施設などでのボランティア を多数募集中！
…３・４頁
◆ 点訳活動・心身障がい者青年教室・要約筆記講習会など参加者募集
…５頁

ボ ラ セ ン TOPICS

第３１回せいせき桜まつり
４月８日(日)１０：００〜１６：００
4 月 8 日のさくらまつり

九頭竜公園と健康センター駐車場を会場に
「うまいもん屋台村」を開設！ボランティアセンター
テントでは、復興チャリティくじ１回 200 円、
牡鹿半島水産加工品、石ノ森萬画館グッズ ⇒
お茶っこサロンを開催します！

多摩センターこどもまつり 2012
５月３日(木)・４日(金)・５日(土)
１０：００〜１８：００(予定)
牡鹿半島水産加工品、石ノ森萬画館グッズ販売などの
復興支援フェアのほか、街頭募金を行います。

ボランティア保険の
手続きはお早めに！

平成 2４年度のボランティア保険及びボランティア登録・更新の手続きなどを、下記の日程で窓口を
開設して行っています。「趣味や特技を活かして活動したい」「ボランティア体験をしたい」「団体を作
りたい」「ボランティアの協力をお願いしたい」など、ボランティア活動に関する各種相談もお受けし
ます。お気軽にお越しください！多摩ボランティアセンター及び永山分室では常時受付をしています。
☆窓 口 開 設 時 間 １３：３０〜１５：３０
◆市民活動情報センター ４/ ７（土）◆ ゆう桜ヶ丘
４/ ９（月）◆ トムハウス ４/１０（火）
◆ひじり館
４/１１（水）◆ 愛宕かえで館 ４/１２（木）◆ 貝取こぶし館 ４/１３（金）
◆福祉ショップ「きずな」（多摩センター駅バスターミナル前）４/１８（水）
◆ベルブ永山３Ｆ（永山公民館窓口前）４/２１（土）
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。

第２７６号

〜生きる喜び広げよう

心の絆深めよう〜

平成 2４年４月５日（２）

上映会 無事
終了しました！

去る３月２７日(火)、ベルブ永山にてチャリティー
映画上映会を開催しました。多くの方にご来場いただき
ありがとうございました。
この映画は、東日本大震災で被災する前の宮城県石巻市をメインロケ地
として制作されました。ご招待した石巻市より多摩市に避難されている方は、
「(映画の中で）旅の一座が公演した映画館によく通っていて懐かしかった。今は津波で流されてしまい
寂しい」「観客のエキストラ(石巻市民)で亡くなった知り合いの方が映っていた…」と、とてもつらく悲
しい思いを語っておられました。大震災が残した大きな傷跡を現実として受け止めることの難しさ・悲
しみを決して私たちは忘れることはできないという思いを強くした一瞬でした。
・上映会のご報告
◆来場者数 11:00
10９名
14:00 127 名
18:30 102 名
合計 338 名
◆チケット売上金額
合計 ３６３，５００ 円
今回の上映会のチケットの売上の一部は被災地（宮城県石巻市）へ寄付させていただきます。

総合福祉センター内のボランティアセンターは３階に窓口が移動しました。
ボランティア活動室・ロッカー、印刷・コピーをお使いの団体は、お手数です
が、３階窓口で鍵をお受け取りください。お
お間違えのないようご注意ください。
なお、永山分室の利用・貸出方法は今までと変更はありません。

センターの
FAX 番号が変わりま
した！
(新)０４２３８９-６６９９

職員の異動と退職のお知らせ
〜期間を延長しました〜 多摩市社会福祉協議会
と多摩市では、3 月 11 日に発生した東日本大震
災の被害者に対する被災地の復興と支援を目的に
義援金の受付を行っております。皆さまの温かい
ご支援をよろしくお願いいたします。
期間：平成２４年９月３０日(日)まで(予定)
場所：多摩市総合福祉センター(１・３・７階)
多摩ボランティアセンター永山分室

多くのみなさまにご支援をいただき、多摩市で
は下記のとおりの募金額となりました。
☆平成２３年度募金額
・赤い羽根共同募金
１，５３８，３４１円
・歳末たすけあい運動募金１．６３５．７４７円
それぞれ、市内の地域福祉活動に配分されます。
ご支援ありがとうございました。
問合せ 多摩市社会福祉協議会まちづくり推進係
042-373-5616

４月１日付で多摩市社会福祉協議会職員の人事
異動がありましたので、お知らせします。
º異動
(新)法人管理課長
野口 明
(新)地域福祉推進課長 立花 寛
（障がい者支援係長事務取扱）
º退職
(前)法人管理課長
吉田 卓司
(前)地域福祉推進課長
石田 一郎
長い勤務の間には、地域の皆さまに大変お世
話になり、ありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。

ボランティア基金へのご寄付（3 月末現在）
ボランティアセンター永山分室窓口募金箱
１１，７００円
皆様の温かいご厚意に深く感謝申し上げます。
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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〜
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単発ボランティア
名称・活動先
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平成２４年 ４月 ５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。

内 容

ガーデンシティ多摩センター
１
こどもまつり2012

①石ノ森萬画館グ
ッズ・水産加工品
N E W ! 東日本大震災復興支援フェア
の販売
多摩センターココリア横十字路
②募金活動
ローソン前テント集合

日 時
5月３日(木・祝）
〜 5日(土・祝)
①10:00〜14:00
②14:00〜18:00

備 考
・各時間帯 5名程度
＊小学3年生以下は保護者
同伴

継続ボランティア
名称・活動先
１ 障がい児の送り
NEW!

＊小学1年生、男児

２
銀河デイサービス
N E W ! 豊ヶ丘１−６１−２６
３ 東京ヴェルディ
①駒沢陸上競技場
東急田園都市線
駒沢大学駅
NEW!
徒歩15分
(c)TOKYO VERDY
②③味の素スタジアム
京王線飛田給駅
徒歩5分
４ 児童養護施設
「バット博士記念ホーム」
町田市下小山田町2745番1号
５ リハビリ介助

内 容

車いすでの移動介 月〜金
助。桜の丘学園か 14:20〜14:40
ら聖ヶ丘学童クラ (所要時間10分
程度)
ブ （聖ヶ丘2−２１−１）
への通所
囲碁の相手
日曜日
13:00〜15:00
東京ヴェルディホ
ームゲームでの車
椅子来場者の付添
い(車椅子来場者受
付・会場案内等)
※障がい者に理解
があり、サッカー
観戦が好きな方
子ども(主に幼児・
小学生)の遊び相手

＊参考ＨＰ

脳性マヒの肢体不
自由の男児（３
歳）のリハビリプ
ログラム介助。

http://www2u.biglobe.ne.jp/
˜catch/

１回 １〜２名

要請者宅(鶴牧3丁目）

日 時

６ デイサービス まほろばの郷 散歩の付添い
各日２名
落合6-15-2

①４/22(日)
11:00集合
②30(月・祝)
13:３0集合
③５/13(日)
9:30集合
＊ 試合終了までが
活動です。
土または日曜日
10:00〜12:00
13:00〜17:00
全日でも可
火〜日曜日の
午前または午後の
１時間半程度
週１回でも可

備 考
・火曜日：月1回休み
・木曜日：隔週

・交通費要請者負担
・月２回程度
交通費一律1,000円及び
お弁当の支給有
※５/１３以降も東京ヴェ
ルディホームゲーム
での活動者を、継続
して募集していきま
す。

・グループでの応募
・継続して活動できる方
＊全日の場合は食事を
提供
交通費：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
月曜日は活動あり ます
現在、母親は新生児の育
ません。
児があり、より多くの活
動者が必要です!！
月曜日
近隣の公園へ車で移動し
13:00〜15:30
30分程度散歩
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名称・活動先
カーロガーデン八王子
（有料老人ホーム）
八王子市大塚415-3
デイサービス ツクイ
多摩センター

心の絆深めよう〜

内

容

ホームでの補助(直接・間
接)

日

時

体操講師

月1回
活動日は要相談

話し相手

月・水・金
14:00〜16:00
*13:30〜
15:30でも可

豊ヶ丘1-59-15

9

平成２４年 ４月 ５日（４）

介護補助・話し相
手・洗濯物たたみな
ど応相談

月〜日曜日

9:30〜18:30
の間で3時間位

備

考

＊入居者３０〜５０名ほ
どで対応できる方または
団体

＊認知症の利用者への対
応がわかっている方であ
ればなお可
＊週１回〜月１回でも可

交通費：ボランティア負担
＊活動がお昼にかかる場
合昼食は要請者負担

特別養護老人ホーム愛生苑

和田1547
10 水浴訓練のアシスト
総合福祉センター5階
水浴訓練室

何人でも
男女不問
身体に障がいのある
方の水浴訓練時の介
助
女性5名

毎週月曜日
① 9:00〜
②10:30〜
③13:00〜
毎週火曜日
① 9:30〜
11:30
毎週水・木曜
①13:00〜

交通費：要請者負担
＊水泳の技術は必要あり
ません
＊月２回の活動でも可。
毎週活動できない方も
ご相談ください

土 曜 サロン（ボランティア出 張 相 談 ）へどうぞ！
第１土曜日 ： ４月 ７日（5月は休み） 市民活動情報センター（ヴィータ７階）
第３土曜日 ： ４月２１日・５月１９日 ベルブ永山 ３階事務室前
＊時間はいずれも１３：３０〜１５：３０です。
※ ４月は上記以外でも出張相談を行います。詳細は、お問合わせください。

活 動 します！活 動 しました！
◎ 単発ボランティア活動：イベント活動 ３名、
◎ 継続ボランティア活動：高齢者施設 ３名、
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地域の情報と催し

記載のないものは

心の絆深めよう〜

参加費無料・直接会場へ

◆仲間募集！！
「私達と一緒に点訳活動してみませんか！」
多摩ボランティアセンター登録団体「多摩市点字
サークル『トータス』」は、視覚障がいの方からの
点訳依頼に対応し、点字本を作っています。
『点字に興味がある・細かいことをコツコツとや
るのが好き・本を読むのが好き』な方、少し基本的
なことを覚えて頂ければ出来ます。現在はパソコン
入力なのでパソコンが出来る方は有利です。ボラン
ティアセンター又はトータスの主催する点字講習
会を受講された方及び、他地区で点訳活動をされて
いた方は大歓迎です。初めての方もご相談に応じま
す。
定例会：第２･第４月曜日 10:00〜12:00
場所：多摩ボランティアセンター永山分室
問合せ：多摩ボランティアセンター
373-6611
「トータス」ってね、陸ガメさんの
ことです。
（じっくり、コツコツ！！）

◆東日本大震災シンポジウム
「3.11 から 1 年今被災地支援に望まれること
―課題と展望―」開催のお知らせ
日時：4 月 28 日(土)13:30〜16:00(13:00 開場)
場所：明星大学日野校アカデミーホール(28 号館 2 階)
定員：100 名
※4/20 までに申込
内容：①学生による活動報告 ②シンポジウム
司会 渡戸一郎氏(明星大学 VC 長)
パネリスト 原一宏氏
(NPO 水と緑の環境ネットワークの会副代表理事）

高木竜輔氏(いわき明星大学)
黒岩誠氏（明星大学)
③質疑応答④交流会
申込/問合せ：明星大学ボランティアセンター(畑野)
042-591-6531 FAX042-591-6261
E-mail:kiravo@gad.meisei-u.ac.jp

多摩ボランティアセンター
登 録 団 体 連 絡 会 だ よ り vol.34

平成２４年４月５日（５）

◆青年教室ボランティアスタッフ募集
「永山公民館心身障がい者青年教室」
主に 20 歳以上の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お手伝いをして
ください。(高校生以上の方ならどなたでも)
日時：月 1 回(基本は第 4 日曜日)
4 月･８月･１月を除く年 9 回実施
活動場所：永山公民館(ベルブ永山)
申込/問合せ：早借･藤平
337-6661
※ボランティア説明会を開催します。
4/22 日(日)10:00〜12:00
永山公民館 4 階集会室
興味のある方は永山公民館までご連絡ください。

◆「要約筆記講習会」受講生募集
〜要約筆記技術を学び、
聞こえにくい人への理解を深める〜
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、音声情報を文字で伝え
る方法です。筆談とは違い、講演会や会議などそ
の場での情報を皆で共有するためのものです。
日時：5/9〜9/26 (8/15 除く)水曜日
全 20 回 18:30〜20:30
場所：多摩市総合福祉センター
対象：市内在住・在学の義務教育修了以上の方 パ
ソコン（PC）コースはセキュリティ対策の
してある自己所有のノート PC を持参でき
る方。PC の基本操作ができる方。
定員：手書きコース 10 名 PC コース 10 名
申込方法：【ハガキ】または【多摩市公式ホーム
ページ】内の応募フォームから
＊詳細は、たま広報(4/1 号)又は多摩市 HP
締切：4/13(金)必着
運営：多摩市要約筆記サークル
主催・申込/問合せ：多摩市障害福祉課
338-6903 FAX371-1200
http://www.city.tama.lg.jp/
≪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、コ
ミュニケーション支援をしているグループです。

次回定例会 4 月 18 日（水）13:30〜
総合福祉センター7 階研修室

やっと春らしくなりました。昨年のいまごろは、花見を自粛すべきか悩みましたが、
ことしは復興に向けて東北の春を満喫したいですね。3 月 21 日、23 年度最後の連絡会
では、ボランティアまつりのふり返りと新年度にむけての体制が話し合われました。年
ごとに盛り上がっていくボラまつりですが、ボランティア団体の多くのメンバーは、そ
れぞれのブース担当で忙しく、他の企画に参加できないといった悩みも。かつての交流
会の雰囲気も取り戻すにはどうしたらよいか。今後の課題です。でも、うれしいことに
参加団体も１つ増えましたし、新しい団体、新しい連絡員の方々の新鮮な発想に期待し
て、ひとつずつ解決していけるとおもいます。（とのぐさ）
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平成２４年４月５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
４/11･18、5/2(水)
10:00〜12:30
100 円
健康ｾﾝﾀｰ 3 階（関・一つむぎ館）
（お茶代）
多摩ボランティア
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
センター
おいしんぼクラブ・もみじ亭 4/11 (水) 10:00〜14:00
373-6611
400 円
メンバー（精神障がい当事者） 総合福祉センター5 階調理室
《お好みサンドウィッチ》
とボランィアが一緒に昼食を
ｴﾌﾟﾛﾝ/三角巾
作ります。
※第 2 水曜日
4/26 (木) 10:00〜15:00
900 円
グループＴＯＭＯ
グループＴＯＭＯ/料理訓練
永山公民館 4 階調理室
障がいの有無に関わらず、ご参
米 2 カップ
/FAX 389-1234
《お楽しみ献立》
加ください。
ｴﾌﾟﾛン/持ち帰り容器 (4/24 締切)
※第 4 木曜日
4/25(水)10:00〜15:00
多摩市視覚障害者福祉協会
弁当･飲み物 斉藤
永山駅交番前集合 時間厳守
「歩こう会」視覚障がい者の方
交通費
371-1768
井の頭公園 （雨天:アリオ橋本）
とボランティアが一緒に歩行
(雨天:昼食代) (4/23 締切)
介助を学びながら歩きます
※第４水曜日
❤通所訓練施設 「グループ TOMO」からのお知らせ
桜ケ丘から永山商店街に引っ越ししました。
障がいのある仲間とスタッフで、4/5(木)11:00 焼き菓子のお店を OPEN します。
【焼菓子 TOMO】永山 4-2-4-103
/FAX 042-389-1234 (休み)土･日･祝 11:00〜17:00

助 成 情 報 〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い 〜
¾(財）キリン福祉財団
平成 24 年度 キリン・子ども/シルバー「力（ちから）」応援事業

締切：4/30(月)消印有効
①【子ども「力」】子どもたち自らの力を引き出すことを目的に、子どもの発想から生まれ、子どもたち（18
歳以下のメンバーが中心となって活動する 4 人以上のサークル、グループ）が主体をなって実施する活動
但し学校・施設等のクラブ・サークル活動や課外授業などは対象外
助成金額：上限 1５万円/１団体
②【シルバー「力」
】高齢者が地域の為に、知識・技術・経験を活用するグループによるボランティア活動
助成金額：上限 30 万円/１団体
（①子ども/②シルバー応援事業との合算で総額 1,200 万円）
問合せ：(財)キリン福祉財団応援事業事務局
03-5540-3522 FAX03-5540-3525
http://www.kirin.co.jp/foundation

♪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 3 階
(小田急線「唐木田駅」下車 徒歩 8 分)
TEL 042-373-6611 FAX 042-389-6699
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

