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多摩市社会福祉協議会

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

(通称；「多摩ボラセン」)
ＴＥＬ ０４２−３７３−６６１１ ＦＡＸ ０４２−３７３−６６２９
携帯に送る

http://www.tamavc.jp

今月の必見！！
◆
◆
◆
◆

地域活動デビューパーティー〜市民活動団体見本市開催！
ボランティアさん出番です！マラソン練習の伴走ほか
講座や講演会などの情報が満載！新しい年に新たなチャレンジを！
助成金情報＆登録団体連絡会だより

…２ページへ
…４・５ページへ
…６・７ページへ
…８ページへ

ボ ラ セ ン TOPICS

あなたのはじめのいっぽを
応援します!!

１月２４日(木)
２７日(日)
３１日(木)
10：00〜12：00
場所：多摩ボランティア・
市民活動支援センター及び
関戸公民館 7 階市民ロビー
(ヴィータ７階)

対 象：市民活動に関心のある方

市民活動って? !… 活動者からのお話を伺いながら自分
にあった活動を見つけていただくための連続講座です。
あなたの身近な地域で、できることを見つけましょう！
新しい年、新たなことにチャレンジしてみませんか。
定

員：15 名(先着順)

費

用：500 円(資料代)

内 容：①講義：｢市民活動・地域活動への最初の一歩｣「ボランティア・市民活動の醍醐味」
②第８回地域ふれあいフォーラム TAMA
★地域活動デビューパーティー〜市民活動団体見本市
③ボランティア活動・サロン活動・有償活動とこれからの活動について
講師・協力：渡邊淳二氏 (多摩市くらしと文化部市民活動調整担当課長)
江尻京子氏 (特定非営利活動法人 東京・多摩リサイクル市民連邦)
山田
申

緑氏

詳しくは次ページを
ご覧ください！

他１名（多摩市ファミリー・サポート・センター）ほか

込：１月４日(金)より電話または直接窓口へ
☞ 多摩ボランティア・市民活動支援センター

江尻氏
プロフィール

042-373−6611

＊ごみ問題ジャーナリスト、多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター長、恵泉女子学
園大学非常勤講師
＊高等学校教員を経て 1990 年からごみ問題に関わる。家庭系廃棄物を専門としたゴミジャ
ーナリストとして執筆、講演活動を行う。ごみ問題は「ごみ」だけを見ていては解決しな
い!を信条に、現在は NPO と行政の協働についての現場作りをしながら発言を続けている。
＊著書：「みんなでつくるリサイクル」「環境コミュニケーション入門」など多数

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。通常毎月第１木曜日発行
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地域活動デビューパーティー

〜市民活動団体見本市〜
みんなで

日時；1 月 27 日（日）
つながろう！
１０：００〜１６：００
場所； 関戸公民館 7 階市民ロビー（聖蹟桜ケ丘駅前ヴィータ・コミューネ）
多摩ボランティア・市民活動支援センターでは、第８回地域ふれあいフォーラムにて、
「地域活動デビ
ューパーティー〜市民活動団体見本市〜」を今年も開催します！これから地域でなにか活動を始めてみ
たいと思う方、きっかけをつかむ絶好の機会ですよ！
はじめの一歩はデビューパーティーから！当日参加ＯＫです！
☞問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター
０４２−３７３−６６１１

※その他フォーラムに関する詳細は、たま広報 1 月２０日
号をご覧ください！

｢地域ふれあいフォーラム｣とは
…多摩市内で活動する団体と市民が出会い、人と人とのつな
がり、輪を拡げ、地域をより豊かにしていくことを目的に、
市民や地域で活動する団体、行政が協働で毎年１回開催をし
ています。様々なイベントを通じて、多摩のもつ魅力を皆さ
んもぜひ感じ取ってみませんか！

❤地域活動デビューパーティー
参加予定団体（順不同）
・多摩グリーンボランティア森木会
・まち育てネットワーク・関戸
・多摩ボランティア・市民活動支援セ
ンター登録団体連絡会
・たま愛犬くらぶ
・筋力向上体操サポーターズクラブ
・多摩市文庫連絡協議会
ほか

「第 4 回ボランティアまつり」
日時 平成２５年２月２３日(土) 10 時〜15 時(予定)
場所 多摩市総合福祉センター及びアクアブルー多摩
より多くの幅広い世代の方にボランティア・市民活動について
知って頂けるよう、
「見て」
「触れて」｢創って｣「もらって」得す
る楽しい企画をただいま準備中です！
詳細は、ホームページやボランティア通信２月号等をご覧いた
だくか、ボランティアセンターまでお問い合わせください。

楽しい企画が満載ですよ！！

まつりへの協賛（企業・団体／個人）も引き続き募集中です！
「ボランティアまつり」へ協賛していただける企業・団体・個人の方々を現在募集しています。皆
様からご提供いただきました協賛金・協賛品等については、まつりの企画実施に活用させていただき
ます。実行委員会事務局（多摩ボランティア・市民活動支援センター）までご連絡いただければ、お
伺いいたします。皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。
★当日会場にて協賛者一覧として掲示するなどのご紹介の他、社協広報誌（ふくしだよりやボランテ
ィア通信）
、ホームページ等への掲載をさせていただきます。
☆問合せ/お申込
☞多摩ボランティア・市民活動支援センター ☎042-373-6611
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施設・団体のボランティア受入れ担当者の皆さま

〜関係施設・団体情報交換の集いを開催します
施設・団体でボランティア活動者の受入れ調整にたずさわる方を対象に、情報交換の集いを開催します。
ボランティア活動者受入れ先からの取組みについて事例報告などをいただきながら、参加者の皆さまと情報
交換や意見交換の機会となればと思います。多摩ボラセンが調整を行う、社員ボランティア活動支援の取組
み「たまボランティアギフト＊」についてもご説明いたします。
◆ 日時・場所 ２月 1４日(木) 14：00〜16：30 (予定) 多摩市総合福祉センター7 階研修室
◆ 内容 ボランティア受入れに関する事例報告、企業の社員ボランティアの受入についてほか
◆ 問合せ/申込

多摩ボランティア・市民活動支援センター

042-373-6611

＊たまボランティアギフト プレスタート！
たまボランティアギフトとは、多摩地域の企業・事業者やその社員・職員の方々が、地域とのつなが
りを深めていただき、社会貢献活動やボランティア・地域活動に参加する機会を広げていくためのしく
みとして、多摩市内や近隣市で、ご都合のよい日時を選んで参加することができるよう、参加や受入れ
に関する情報提供を、多摩ボラセンが行います。来年度の本格実施に向けて、ボランティア受入れ施設
や団体の皆さまと調整を行いながら進めています。

º事業者・社員の参加方法
事業の形態や規模に関係なくどなたでも参加できます。部署単位などの参加も可能です。まずは、
お問い合わせください。ホームページでも、随時情報を更新していきます。

多摩ボランティア・市民活動支援センター利用登録団体になりませんか！
聖蹟桜ヶ丘駅前、ヴィータ・コミューネ７階と大変便利な場所にあります。ボランティア・市民活動団体
の打合せや活動の PR の場所として、ぜひご利用ください。

◆ご利用いただけるサービス

ºご利用には登録が必要です。書類の提出が必要に
・打ち合わせコーナー、パソコン研修室の利用 (無料)
なりますので、詳細はホームページをご覧いただ
・コピー機、ラミネーター、ポスター(拡大)プリンタ
くか、下記までお問い合わせください。
ーの利用 (有料)
＊多摩ボランティア・市民活動支援センター
・多目的ボックスの貸出 ※鍵なしになります
042-373-6611

º打ち合せコーナーをご利用ください
団体の打ち合せなどに無料で貸し出ししてい
ます。コピー機や拡大コピー機、ラミネーターな
どもお使いいただけます。(有料)

イベントブースを使用してミニ体験講座なども
できます！※参加費を徴収する場合は、売上の一
部を多摩ボラセンへご寄付をお願いしています。

多目的 BOX(鍵なし) Æ
ちょっとした書類入れに…

12/22 恵泉女学園大学学生ボランティ
アオフィシャルチーム「生活園芸コンシ
ェル」協力によるクリスマス・チャリテ
ィーイベントを行いました。
≪ハンドメイドのミニリース作り≫
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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

内 容

受付日時

1. 男性用防寒着（ジャン
パー・セーター・ズボ
ン・帽子・マフラー・
物資（衣類等）の寄付
手袋）古着ＯＫ
１
2. 下着類（パンツ・シャ
要請団体：草露の会
ツ・靴下）新品または
NEW!
未使用の物
路上生活者へ生活支援をしてい
る団体です。越冬のためにご支 3. 靴（スニーカー等）
4. 食品（お米・缶詰
援ください！
5. 毛布類

備 考

＊平日：
9:00〜19:00
＊女性物の衣類は受け
＊土曜日・第1・
付けておりません。
3日曜日：
＊受け付けは１月中旬
9:00〜17:00
までとなります。
本センターへ(ヴ
（詳細はお問い合わせ
ィータ・コミュ
ください）
ーネ７階)へ持参

継続ボランティア募集
名称・活動先
１ マラソン伴走
NEW!
要請者宅（桜ケ丘周辺）
南野デイサービス

２
総合福祉センター ４階

内 容

八王子市大塚415-3

ツクイ多摩センター

４
豊ヶ丘1-59-15

おしゃべりノササゲの会

５

南多摩保健所・永山公民館

備 考

マラソンの練習の
伴走
男性 １名

平日：
17:30〜19:00
土・日：いつでも
週１〜２回

利用者の話相手・
お茶出し・プログ
ラム補助

火・木・金曜日
9:00〜16:00
交通費は要請者負担
上記、曜日の１日 お昼は弁当持参
でも可

体操講師

月１回・第１また ＊３０分のプログラムを
は第３水曜日
２回、別々のフロアで行
10:30〜11:30
います

カーロガーデン八王子

３ （有料老人ホーム）

日 時

＊１８歳の男性
＊自閉症に理解のある方

①お茶出し ほか
②麻雀・囲碁・
①金曜日を除く9:30〜12:00
将棋のお相手
③指導（絵手紙・ ②・③のそれぞれの活動日・時間は、センター
手 芸 ・ 編 み 物 ・ へお問合せください
押し花・書道・
工作・茶道 他）
神経難病パーキンソ ・第３金：月例会
・ 第 2. ４ 月 ： 体 操
病の患者の会
教室
①患者の手助け
13:30〜
②会の運営手伝い

＊交通費は要請者負担

第２８５号

〜生きる喜び広げよう

名称・活動先

多摩中央病院
６

デイケア室
連光寺2-62-2

リハビリ介助

７

要請者宅(鶴牧3丁目）
＊参考ＨＰ
http://www7b.biglobe.
ne.jp/˜catch-japan/
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内

容

平成２５年1月 ４日（５）

日

手芸指導
１回の参加で完成
できる小物など

時

第１・第３月曜日
13:00〜15:00

備

考

材料の準備は相談の上、
決定

＊1セット30分の身体訓
練を1日4〜5セット毎日
脳性マヒの肢体不自 月〜日曜日の
由の男児（３歳）の 午前また は 午後の 継続して実施することで
脳の機能回復を促します
リハビリプログラム １時間半程度
現在、母親は新生児の育
どちらかの曜日
介助。
児があり、より多くの活
１回でも可
１回 １〜２名
動者が必要です!！

８

医療法人財団天翁会
あい介護老人保健施設
中沢1-17-38

話し相手

月〜金曜日
13:00〜15:00

９

ボランティアセンター
総合福祉センター ３F

車いす整備

1月１５日(火)
10:00〜12:00

活 動 します！活 動 しまし た！
◎ 単発ボランティア活動：
総合的学習 １団体 街頭募金 ８名
情報誌 10名
◎ 継続ボランティア活動：車いす整備 4名

初めての方も大丈夫です

今年も多くのみなさんに、いろいろな活動をご
紹介します。
関心をお持ちの活動がありましたら、お気軽に
お問い合わせください。
本年もよろしくお願いいたします。

ボ ランティ ア出 張 相 談 へ どうぞ ！
コーディネーターとボランティア相談員が、ボランティア・市民活動に関する相談や、ボランティア
保険の受付などをいたします。予約制ではありません。ご都合のよい時間に来所ください。

◎１月の出張相談日程
・多摩ボラセン永山分室 7日・２４日・２月４日 13:30〜15:30
※毎月第1月曜日と第４木曜日
・ベルブ永山３階ロビー ２１日 13:30〜15:30 ※毎月第3月曜日

パソコン相談 〜トラブル相談＆ティーチャー〜
パソコンでお困りの方、お気軽にご相談ください。無料でご相談に応じます。
場所：多摩ボランティア・市民活動支援センター
パソコン トラブル相談
パソコン ティーチャ―
1/ 4(金)
1/ 8(火)
10:00〜12:00
1/ 8(火)
1/10(木)
14:00〜16:00
1/11(金)
1/11(金)
14:00〜16:00
1/15(火)
1/16(水)
13:00〜16:00
各日とも
1/18(金)
1/22(火)
10:00〜12:00
1/22(火) 10:30〜12:00,13:00〜14:30 1/25(金)
14:00〜16:00
1/25(金)
2/ 6(水)
13:00〜15:00
2/ 1(金)
2/ 7(木)
12:00〜14:00
2/ 5(火)
2/ 8(金)
14:00〜16:00
2/ 8(金)
《協力団体》多摩生活サポートセンター・多摩パソコンナロン・PC梶村研究室
パソコンボランティア多摩・夢のマネージメント社・シニアITクラブ
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◆精神保健ボラン
地域の情報と催し
伝えよう

つなげよう
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記載のないものは
参加費無料・直接会場へ

絵手紙でボランティア

◆ 第 2 回ボランティアサークル絵手紙くるくる展
- 絵手紙体験コーナー同時開催 絵手紙くるくるでは、絵手紙を学びながら地域
の中で、絵手紙でボランティア活動をしています。
毎月市内の各施設で活動している様子を写真や絵
手紙で報告します。交流絵手紙も展示します。
＊随時会員募集中
･日時 1 月 24 日(木)〜29 日(火)
1０:00〜1７:00 (最終日は 15:00 まで)
･場所 永山公民館ギャラリー(ベルブ永山３階)
･問合せ 山田
042-373-6152
広島
042-372-1357
多摩市社会福祉協議会ボランティア活動振興助成事業

◆ 字幕作り入門講座
−CM、DVD に字幕をつけてみませんかー
聴覚障がい者だけでなく、高齢化で聞こえにく
くなった方にも字幕が役立ちます。字幕作成のた
めに開発されたソフトの開発・普及団体を講師に
招き、字幕づくりを体験します。字幕づくりは、
自宅でできる楽しいボランティア活動です。
･日時 ２月３日・10 日・17 日 各日曜日
13:00〜16:30 (全３回)
･場所 多摩ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動支援ｾﾝﾀｰ永山分室
･定員 15 名(申込先着順)
･参加費 500 円
･募集条件 日常的にパソコンを利用し各回とも
パソコンを持参できる方
･申込方法 氏名、郵便番号、メールアドレス、電
話番号(緊急連絡用)をメールまたは FAX にて
1 月 26 日(土)までに下記へ連絡
Zメールアドレス tonogusa@gmail.com
ZFAX
042-375-7790
･問合せ 長瀬
080-6579-1825
･主催
多摩市要約筆記サークル
http://youyakutama.web.fc2.com/
･協力 NPO 法人メディア・アクセス・サポート
センター http://npo-masc.org/

◆平成25年度 多摩ＮＰＯセンター施設等
管理業務受託団体を募集！
多摩ＮＰＯセンター(西永山複合施設２階)の施
設等管理業務を受託する市民団体を募集します。
･応募資格 応募時に多摩市協働委託事業契約・市
民団体等登録制度登録団体で市内を活動拠点と
し、事務所を有する団体＊業務内容・必要書類
・選考方法等ホームページ参照(多摩ＮＰＯセン
ター http://www.tama-npo.org/)
･申込/問合せ 2月1日(金)までに多摩市市民活動
支援課 事業担当 042-376-8311

平成２５年１月４日（６）

第 11 回 多摩市障害者福祉協会 講演会

◆ひきこもりを知るために
年間 1,000 件以上のひきこもりニートの相談を
行っている講師から「社会参加に向けて、私たちに
できること」「たちかわ若者サポートステーション
の役割」についてお話をうかがいます。
･日時 ２月８日(金) 10:０0〜12:00(9:30 開場)
･場所 パルテノン多摩４階 第 1 会議室
･講師 山本佳奈氏・新宅圭峰氏
(たちかわ若者サポートステーション)
･定員 80 名(先着順) ＊手話通訳あり
･問合せ NPO 法人多摩市障害者福祉協会
042-356-0308 FAX 042-311-2327

◆ 市民協働研修

講演会＆シンポジウム

〜市民協働のこれまでとこれから〜
市民協働のこれまでを振り返り、これからのまち
づくりで市民協働で何ができるのか、市民の皆さん
と同じ場を共有し、考える機会となる講演会です。
･日時 ２月８日(金)15:30〜17:00(15 時開場)
･場所 関戸公民館ヴィータホール
･定員 250 名(先着順) ＊手話通訳あり
･内容 ①講演｢市民協働のこれから｣②シンポジウ
ム｢市民協働で市民主体のまちづくり｣
･講師 山岸秀雄氏(法政大学法学部教授、特定非営
利活動法人ＮＰＯサポートセンター理事長)
･シンポジスト 山岸秀雄氏、渡邊淳二氏(多摩市く
らしと文化部市民活動調整担当課長)、他
･コーディネーター 松本祐一氏(多摩大学総合研究所
准教授)
･問合せ 多摩市市民活動支援課 事業担当
042-376-8311
市民活動きっかけづくり事業

◆ 多 摩 の め か い づ く り 講 座 (全 ６ 回 )
めかいとは、多摩地域の里山に自生する篠竹で作
られた日常生活用具です。その歴史をたどりながら
めかいを手作りしてみませんか。
･日時 ①2 月 9 日 10:00〜12:00 ②16 日
13:30〜16:30 ③23 日 10:00〜16:00
④3 月２日 ⑤9 日 ⑥16 日
＊④〜⑥全て 13:30〜16:30 ＊全て土曜日
･場所 多摩市立グリーンライブセンター、なな山緑地
･内容 めかいの歴史、クラフトテープでめかいづ
くり、篠竹の採取・加工、めかいづくり！
･講師 菊池富士江氏、篠田真理子氏
･参加費 700 円
･定員 15 名(申込先着順)
＊原則として 18 歳以上の市内在住、在勤、在学者
･協力 男性ボランティア会議、多摩市グリーンボ
ランティア連絡会
･主催・申込/問合せ 1 月 7 日(月)より多摩市市民
活動支援課 事業担当 042-376-8311
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◆たすけあい有償活動 協力員登録説明会

◆市民社会をつくるボランタリーフォーラム
わたしたちのちから
TOKYO210 -試される 市 民 力 -

高齢や病弱、障がい等で日常生活上お困りの方を
地域のみなさまがお互いに支え合う仕組みです。
活動いただける協力員さんを募集しています。
･日 時 1 月 2３日(水) 14:０0〜15:00
･場 所 関戸公民館８階 第１学習室
･申込/問合せ 多摩市社会福祉協議会 地域福祉推
進課 まちづくり推進係
042-373-5616
≪協力員になるには…≫
･登録対象 福祉に理解があり、市内および近郊に
お住まいの 18 歳以上の健康な方で、性別・経
験・資格は不問
･活動内容 掃除・買い物・通院介助・草取り・調理
衣替えなど
･活動費 700〜900 円(1 時間あたり)
※交通費は、実費支給

「つながり」
「生活・くらし」
「若者の市民力」
「ボ
ランタリズム」の 4 カテゴリーに分け、37 の
多様なプログラムで、ボランティアの 今 と
これから を考えます。ボランティア活動や
市民活動に関心のある方々、また実際に取り組
んでいる方々、ぜひご参加ください。
･日 時 ２月８日(金)〜10 日(日)
･参加費 1000 円(追加料金必要な場合有)
･会 場 飯田橋セントラルプラザ 10 階
JR･地下鉄「飯田橋」駅西口下車徒歩５分
･主催/申込 東京ボランティア･市民活動センター
URL: http://www.tvac.or.jp/
03-3235-1171

≪キーワード≫居場所づくり〜みんなの縁側を
考えよう！＊地域で支える介護＊児童養護施設
からの声＊震災学生ボランティア

◆島田療育センター公開シンポジウム
「ささえあおう 生活によりそう福祉・医療をめざして」
支援する側・される側という垣根を外し互いに「ささえあう」視点か
ら、お互いの力を引き出していく機会となるよう企画しました。
･日時 2 月 11 日(月㊗) 13:00〜16:30
･場所 島田療育センター厚生棟研修室(多摩市中沢 1-31-1)
･講師 熊谷普一郎氏(小児科医、東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ特任講師)
･シンポジスト 紫藤勇市氏(啓光学園)、村上健一氏(NPO 法人ひまつぶしde
すぷ〜ん)、大橋小弓氏(多摩桜の丘学園)、島田療育センター職員
･参加費 1000 円 ･定員 100 名 (申込先着順)
･問合せ 島田療育ｾﾝﾀｰ支援部地域連携情報室 042-374-2101
＊詳細はホームページ参照 http://www.shimada-ryoikiu.or.jp/
多摩市社会福祉協議会ボランティア活動振興助成事業
◆『傾聴』入門講座人の話って聴けていますか？
〜傾聴を学んで上手な聴き手に〜
･日時 ３月９日(土)13:30〜16:00
･場所 パルテノン多摩４階 第１会議室
･対象 市内在住・在勤・在学の方
･定員 40 名 (申込先着順)
･参加費 500 円(資料代・保険代含む)
･内容 傾聴の基本を学ぶ
･講師 丹野眞紀子氏(大妻女子大学教授)
･主催 傾聴ボランティアグループ『福寿草』
≪福寿草とは…≫一人暮らしの高齢者や高齢者世
帯などを訪問し、お話を聴く傾聴ボランティアグル
ープです。ふるさとや子どもの頃のこと、心の内を
誰かに話したい時、聴いてほしい時はありません
か？そんな時はどうぞご連絡ください。

◆地域情報を
お寄せください！
ボランティア・市民活動に関す
る情報などを毎月 20 日までに
FAX またはメールにてお送り
ください。紙面の都合上掲載で
きない場合もありますので、予
めご了承ください。
◆送付先多摩ボランティア･
市民活動支援センター
FAX 42-373-6629
Mail:tamavc@tamashakyo.jp

多摩ボランティア・市民活動支援センター協力事業

◆ボランティア日本語講師養成講座・初級
コース（全８回）
日本語の基礎知識を身につけ、文法などを外国人
に教える方法を体験します。
･日時 ４月６日〜６月１日 各土曜日
10:00〜12:00 ※５月４日を除く
･場所 多摩ボランティア・市民活動支援センター
･定員 30 名 (申込先着順)
･参加費 ６,000 円(資料代等)※受講後の返金不可
･講師 長沼ゆり氏(南多摩日本語の会代表)
＊本講座修了者は中級講座受講可。中級講座修了者
はボランティア日本語講師の修了証を交付
･主催/問合せ 南多摩日本語の会 長沼
042-591-6140

◆上記２講座のお申込みは…
多摩ボランティア・市民活動支援センター
042-373-6611
なお、申込受付は２月５日（火）からとなりますので、お間違いのないように！

〜生きる喜び広げよう
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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

日 時・場 所
費用・持ち物
問 合 せ
1/9・1６、２/６(水)
多摩ボランティア・
10:00〜12:30
100 円
市民活動支援センター
健康ｾﾝﾀｰ 3 階（関・一つむぎ館） （お茶代）
373-6611
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
※今月の多摩市視覚障害者福祉協会/歩こう会、グループ TOMO/料理訓練はお休みです。

多摩ボランティアセンター登録団体連絡会だより vol.43
あけましておめでとうございます。混迷と変化のなかで１年が過ぎ、不安と期待をいだきつつ新し
い年を迎えます。
12 月 19 日の定例連絡会は、新拠点、桜ケ丘ヴィータ７階の打ち合わせコーナーで行なわれまし
た。外は厳しい寒気でしたが、会場は強い日差しをあびて、温か。それぞれの団体の近況報告や、催
しの告知。みなさん、地道に着実に活動されています。これから開かれる年度最後のイベント「地域
ふれあいフォーラム・活動デビューパーティ」や「ボランティアまつり」の準備、来年の活動計画も
話し合いました。桜ケ丘と唐木田の２つの拠点、もちろん忘れてはならない永山分室。これらを有効
に活用して、ボランティア・市民活動を推進していきたいですね。（とのぐさ）
☆次回定例会 1 月 1６日(水)13:30〜 多摩市総合福祉センター7 階

助成金情報

詳細は各 HP をご覧ください。

・社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

第 14 回社会貢献基金助成公募

締切：2/28(木)必着
高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、環境・文化財保全、国際協力・交流等の事業を行おうとして
いる団体等 助成金額：200 万円以内/1 件 問合せ/申込：社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
社会貢献基金運営事務局
03-3596-0061 http://www.zengokyo.or.jp/index.html

多摩ボランティア・市民活動支援センター(多摩ボラセン)からのお知らせ
☆永山分室大掃除（12/5）ご協力頂いた団体の皆さま、
ありがとうございました。きれいになりました。！
皆さまの利用をお待ちしております。
◆H24 年 11 月から多摩ボラセンに 3 人のニューフェイス登場！！

菅野晴美です。
ボランティアについて
初心者ですが、学んで
いきたいと思います

梅本千枝子です。

右田祥子です。
明るく・楽しく・元気よ
く！を目標に頑張ります

皆さまにいろいろ
教えて頂き、頑張り
たいと思います！

❤ｽﾀｯﾌ 10 人で新しい年をスタートします。今年も『多摩ボラセン』をよろしくお願いします。
♪多摩ボランティア・市民活動支援センター
月〜金９:00〜19:00
土曜日、第１･３日曜日 9：00〜17：00
※第１・３月曜日、第２・４日曜日
祝日、年末年始を除く

〒206-0011 多摩市関戸４-７２
ヴィータ・コミューネ７階
(京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」下車 徒歩２分)
TEL 042-373-6611 FAX 042-373-6629
e-mailtamavc@tamashakyo.jp

♪多摩ボランティア・市民活動支援センター
総合福祉センター分室
月〜金 10:00〜15:00
〒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 042-373-6642 FAX 042-389-6699

