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石巻市復興支援継続中！東日本大震災復興支援フェアを行います！！
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石巻市では、被災した企業等が力を合わせ、今出荷できる商品を集め販売しながら、自社の復興を夢見て
日々頑張り続けています。昨年度、多摩市社会福祉協議会が復興支援活動を行った石巻市の皆さんとのつな
がり・絆をさらに深め、継続した支援活動を行っていくため、現地より商品を取り寄せ販売し、すこしでも
復興に向けた協力ができればと思います。
今後、下記の地域でのイベントにおいて、復興支援フェアを開催する予定です。ぜひ、皆様ご来場頂き、
復興支援にご協力ください！

① 「第 30 回せいせき朝顔市」

(株)木の屋石巻水産
「鯨の大和煮」

7 月 7 日(土)・8 日（日） ８：００〜１８：００
場所：聖蹟桜ケ丘駅西口公園内特設コーナー

② 「落合ふるさと夏祭り」
7 月 21 日(土)・２２日（日）
１５：００〜２０：００
場所：落合南公園

牡鹿半島鮎川浜
産地直送！塩蔵
わかめ！
モンドセレクション
金賞受賞「牡蠣味噌」

〜今後の出店予定（７／５現在）
グリーンメゾン貝取夏まつり 8 月 11 日（土）、ゆう桜ケ丘夏祭り 8 月 24
日（金）・25 日（土）
、つむぎ館まつり 10 月 20 日（土）
、たまかんフェスタ
10 月 21 日（日）、福祉バザー 11 月 4 日（日） など

ご当地ブランドの
「金華サイダー」
２日間限定４８本！

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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先月 17 日(日)、多摩市社会福祉協議会職員 5 人で、1 年ぶりに石巻市を訪問しました。
まだ市内の所々にがれきや自動車が集積され、津波被害をうけた家屋や建物が残っていましたが、道
路や仮設住宅などの生活環境の整備は進んでおり、沿岸の工場地域では操業を始めているところもあり
ました。視察を終え、多摩市社会福祉協議会では、石巻市の支援と、多摩市での災害に備えた取り組み
を、さらに進めていきたいと思います。皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

１．石巻市の皆さんとのつながり・絆を深め、継続した支援を行うために
東日本大震災復興支援フェア
〜石巻マルシェ in 多摩〜
多摩市の各地域で行われているイベント等で開催し、支援
の輪を広げていきます。(日程は１ページにあります)

石巻市小網倉浜より、ほたての貝
殻を取り寄せ、多摩市で牡蠣の仕
掛けづくりを行う予定です。

２． 多摩市が被災地となった場合に備えて
多摩市で大規模災害が起こった場合、多摩市社会福祉協議
会が災害ボランティアセンターを設置し、支援ニーズの把
握やボランティアの受入・送り出しを行うことになってい
ます。迅速かつ円滑に設置できるように、石巻市災害ボラ
ンティアセンターの運営等を参考に、多摩市災害ボランテ
ィアセンター運営マニュアルを策定します。

災害ボランティア養成講座などを
開催し、災害に強いまちづくりを
進めていきます。
10 月 27 日 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置訓練
実施予定 in 多摩市総合防災訓練

視察の際は、ご多忙中にもかかわらず、小網倉 16 行政区、石巻市社会福祉協議会、石巻観光協会、石
巻元気復興センター、鮎川浜小学校、(株)街づくりまんぼう、石巻ふれあい商店街の皆様方には大変お世
話になり、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

「多摩市災害復興支援ボランティアの会」

石巻市小網倉浜で支援活動を実施！

▲ホタテの貝殻をロープにつける作業

昨年度、多摩市社会福祉協議会が実施した石巻市復興支援活動
に参加した有志が多摩市災害復興支援ボランティアの会を立ち
上げ、今年度も石巻市小網倉浜で支援活動を行いました！
現地のニーズを直接確認しながら、６月 11 日(月)〜28 日(木)
まで３泊４日を 1 クールとし 5 クールに渡り、18 日間継続して
牡蠣の種付けのしかけづくりなど、漁業支援を中心に行いました。
活動に参加された市民の方々、多摩市災害復興支援ボランティア
の会の皆さまお疲れさまでした。また、東急自動車学校、東京海
上日動システムズ(株)、多摩タウンサービス(株)の皆さまをはじ
め多くの方々に協力をいただき、本当にありがとうございました。

牡蠣の養殖をあきらめようと思
っていたが、こうして皆さんが
手伝いにきてくれるので、
何とかがんばりたいと思う。

来年もまた来てくれる
とありがたい。
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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
名称・活動先
１ 南野デイサービス
NEW!
総合福祉センター４F

内 容

日 時

夏祭りの手伝い
・お店番
・高齢者の移動
案内補助
各日 ４名

２ 落合ふるさと夏祭り
NEW!

落合南公園

多摩市社会福祉協議会
｢東日本大震災復興支援フェ
ア〜石巻マルシェ in 多摩
〜｣

復興支援グッズの
販売補助
各日 2名

①７月１２日(木）
②７月１３日(金）

備 考
交通費：要請者負担

13:00〜15:30
･７月２１日(土）
①15:00〜18:00
②18:00〜21:00
･７月２２日(日）
①15:00〜17:30
②17:30〜20:00

継続ボランティア
名称・活動先
１ 多摩市立
子育て総合支援センター
たまっこ
豊ヶ丘1-21-3

２ ホーム内での書道講師

内 容

日 時

①伝承遊びや子育
ての工夫の紹介
②遊び相手・話し
相手

月〜土
10:00〜16:00
(4時間くらい)
※曜日・時間応相談

対象：0〜2歳児親子

かな書道の講師

水または木曜日
(月2回)
10:00〜11:00

交通費：要請者負担

①月〜 土
13:00〜15:00

＊できれば週２〜３回可
能な方。
＊土曜のみでも可能

①7/15(日)
14:20集合
②7/22(日)
14:20集合)
③8/5(日)
14:20集合
④8/12(日)
14:20集合

交通費一律1,000円及び
お弁当の支給有
※8/12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。
※活動は、試合終了まで
です。

(かな文字)
有料老人ホーム

備 考

男女不問

アルジャンメゾン紅梅
八王子市東中野

３ 医療法人財団天翁会

話し相手

３名

あい介護老人保健施設
中沢1-17-38

４ 東京ヴェルディ
味の素スタジアム
京王線飛田給駅
徒歩5分
(c)TOKYO VERDY

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
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名称・活動先
5

多摩中央病院デイケア
室
連光寺2-62-2

6

リハビリ介助
要請者宅(鶴牧3丁目）
＊参考ＨＰ
http://www2u.biglobe.
ne.jp/˜catch/

7

障がい児の送り
＊小学1年生、男児

8

ボランティアセンター
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内

容

平成２４年 ７月 ５日（４）

日

①手芸指導
１回の参加で完成で
きる小物など
②パソコン指導
（個別対応）
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。

時

総合福祉センター ３F

考

①第１・第３月曜
13:00〜15:00
②毎週木曜日
13:00〜15:00

①材料の準備等は相談の
上、決定
②１コマ３０分程度で１
日４人

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

月〜金

＊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
現在、母親は新生児の育児
があり、より多くの活動者
が必要です!！
・火曜日：月 1 回休み

14:20〜14:40

・木曜日：隔週

１回 １〜２名
車いすでの移動介
助。桜の丘学園から
聖ヶ丘学童クラブ
（聖ヶ丘2−２１−
１）への通所
車いす整備

備

(所要時間 10 分
程度)
７月１７日（火)
10:00〜12:00

初めての方でも大丈夫で
す。

仲間募集中！
1

多摩おもちゃ図書館
ベルブ永山４Ｆ 保育室
第2・４土曜日10:30〜16:00

2

ひなの会
総合福祉センター７Ｆ 活動室
毎週木曜日 10:00〜12:00

障がいのある子もない子も、みんな誰でも一緒におもちゃで遊ぶ
場を開いています。小さな子どもの好きな方、一緒に活動してみ
ませんか。
読み聞かせのボランティア活動を学童クラブや高齢者施設でして
います。
「本が好き・人が好き・声を出すのが好き」なメンバーが
勉強会を重ね、いろいろなジャンルの本に挑戦しています。
お気軽に見学にいらしてください。

土 曜 サロン（ボランティア出 張 相 談 ）へどうぞ！
第１土曜日 ７月 ７日・８月 ４日 市民活動情報センター（ヴィータ７階）
第２土曜日 ７月１４日・８月１１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。

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８名
◎ 継続ボランティア活動：高齢者施設 体操指導１グループ、ピアノ演奏1名、車いす整備8名、
障がい児リハビリ介助 2名 、東京ヴェルディ 7名
参 加 者 募 集 中 ！
夏休みに何かボランティアをしたいと思
っている人！まだ間に合います。くわし
くはホームページをご覧ください。
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参加費無料・直接会場へ

多摩ボランティアセンター登録団体
多摩市手話サークル｢クローバー」主催

◆夏休み子ども手話教室 全 3 回
初めての人でも大丈夫。みんなで手話を覚えま
しょう。親子で参加できます。
日時：7 月 24 日(火)〜26 日(木)10:00〜12:00
場所：多摩ボランティアセンター永山分室
対象：小学生以上
定員：30 名(申込先着順)
費用：1 人 90 円(保険代/任意)
申込/問合せ：多摩ボランティアセンター
永山分室
042‐373-6642
(月〜金 9:30〜16:00)
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
筋力向上体操サポーターズクラブ主催

◆「筋力向上体操勉強会

心の絆深めよう〜

平成２４年７月５日（５）

◆都立多摩桜の丘学園

｢理解推進研修会｣のお知らせ
心身に障害のある児童が通う学校です。
地域の方々に本校の特別支援教育について知っ
ていただくために｢理解推進研修会｣を実施しま
す。ご参加ください。
日時：7 月 27 日(金)13:30〜16:30
(終了後、希望者には 15 分程度の校内見学あり)
対象：近隣住民、地域小・中・高等学校職員(多摩・
稲城・八王子・町田)、福祉施設療育関係者、
都立特別支援学校教員など
内容：学級内でつまずきのある児童・生徒への支
援の工夫
講師：松井知子氏(杏林大学講師、東京都公立学校
特別支援スタッフ)
場所：都立多摩桜の丘学園(聖ヶ丘 1-17-1)
京王･小田急線永山駅より聖ヶ丘団地/聖蹟桜ヶ丘行
きバス｢桜ケ丘公園西口｣下車徒歩 1 分

連絡先：都立多摩桜の丘学園 支援部担当
042-374-3166

大賀

体操サポーター養成講座」
筋力向上体操を通じて高齢者の健康推進や体力
づくりのサポートをしている多摩ボランティアセ
ンターの登録団体です。一緒に活動していただく
方の養成講座です。ぜひご参加ください。
日時：８月 ７日(火)15:00〜17:00
8 月 14 日(火)13:00〜15:00
場所：総合福祉センター６階集会室
対象：筋力向上体操サポーターとしてボランティ
ア活動をしていただける方
定員：10 人(申込先着順)
内容：健康長寿のための運動プログラムの講習・
実技など
講師：武藤孝子氏(運動指導員)
申込/問合せ：多摩ボランティアセンター
042‐373‐6611
≪筋力向上体操サポーターズクラブ≫
活動日：第 1･３火曜日
10:50〜12:30
第 2･4 火曜日
9:00〜11:30
活動場所：総合福祉センター
定例会：第 2･4 木曜日 13:30〜15:30

◆第 27 回 東京都障害者総合美術展
今年も多くの絵画・書・写真・造形工芸など見
応えのある作品が揃いました。東京在住の障がい
者の力作です。ぜひ、ご覧ください。
会期：８月 8 日(水)〜12 日(日）
場所：西武池袋本店７階催事場特設会場
問合せ：(財)日本チャリティ協会
東京都障害者総合美術展事務局
03-3341-0803

◆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、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もありますので、
あらかじめご了承ください。

多摩ボランティアセンター 登 録 団 体 連 絡 会 だ よ りvol.3７
梅雨入りしたかとおもうと、台風の上陸。政治、経済だけでなく多難な事柄が、おおいですね。前
日の嵐の爪痕が街のあちこちに見られる中、６月２０日に開かれた連絡会では、メンバーから集まっ
た災害準備アンケートをもとに、３つのグループにわかれて話し合い。人それぞれ暮らしの状態は異
なりますので、さまざまな体験、意見がでて、まだまだ、準備が足りないことに気付きました。
７月の定例会は、防災倉庫の見学をすることにしました。まず「関心をもつこと」そして「行動を
起こすこと」。私自身への自戒でもあります。（とのぐさ）
★次回定例会７月 18 日（水）13:30〜 総合福祉センター7 階

第２７９号

〜生きる喜び広げよう

心の絆深めよう〜

平成２４年７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

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
7/11･18、8/1 (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
7/26 (木) 10:00〜15:00
永山公民館 4 階調理室
《和風酢豚･里芋ごはん》
※第 4 木曜日
７/2５(水) 10:00〜15:00
聖蹟桜ケ丘駅タクシー乗り場側改
札口前集合 行先:府中競馬記念館
雨天決行 ※第 4 水曜日

費用・持ち物
100 円
（お茶代）

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
(7/24 締切)
お米 2 カップ
お弁当
水筒
交通費

斉藤
371-1768
(７/2３締切)

助 成 情 報 〜 詳 細 は 各 HP を ご 覧 下 さ い 〜
¾ 一般財団法人 松翁会 平成 24 年度社会福祉助成金

締切 7/31(火)消印有効 郵送
社会福祉に関する民間 (原則として法人・団体、個人は除く) 事業を対象。
助成額：10 万円〜60 万円まで/1 件 申込/問合せ：(財)松翁会 事務局
03-3201-3225
FAX 03-3201-3250 http://shouohkai.or.jp
¾ 公益財団法人 出光文化福祉財団 平成 24 年度社会福祉助成金 締切 8/31(金)必着 郵送
都内の社会福祉施設(障がい者福祉施設、児童養護施設)が行う床暖房設置、省エネ、環境対応等の施設
改造に対する助成 ※市区町村の社会福祉協議会の推薦を添付
助成額：100 万円/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 FAX 03-3463-8750 http://www.sif.or.jp

ボランティアセンターからのお知 らせ

〜永山分室施設利用のみなさまへ〜

・会議室･活動室を利用しない時(キャンセル)は、必ずご連絡ください。
① 平 日 9:30〜 16:00 ま で
永山分室へ
②平日および第 3･4･5･土曜日 ８:30〜17:00 まで
ボランティアセンターへ
③上記時間外（夜間、土・日・祭日）は、東永山複合施設管理人室へ /FAX 375−0705
・無断キャンセルが続く場合は、利用できなくなることもありますのでご注意ください！
・使用後は、清掃（掃除機をかけてください）を忘れずに。気持ちよく使いましょう。
♪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９:30〜16:00
〒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

