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多摩ボランティア・市民活動支援センター
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(通称；「多摩ボラセン」)
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携帯に送る

今月の必見！！
◆
◆
◆
◆

みんなおいでよ！第４回ボランティアまつり開催
…２・３ページへ
ボランティアさん出番です！児童館行事補助などの単発ボランティア募集…４・５ページへ
地域情報〜講演会・業務受託団体募集のお知らせ
…６・７ページへ
助成金情報＆登録団体連絡会だより
…８ページへ

ボ ラ セ ン TOPICS
催し満載の
５日間！

老人福祉センター・障害者福祉センター同好会の皆さんによる、日頃の活動成果を
披露します！
＊オープニングイベント/和太鼓衆「雅武者」の和太鼓演奏
＊ステージ発表の部 (各種同好会の発表会)＊展示の部・即売の部
＊多摩市南部、中部地域包括支援センターによる「元気チェック！」
問合せ 高齢者支援係 356-0307
ボランティア・市民活動団体等に
よる発表や体験・即売コーナーな
ど、子どもから大人まで楽しめる
企画が満載！
★体験ポイントをためて、素敵な
賞品と交換しよう！
さらに・・・
★中学生以下の先着 100 名に素
敵なプレゼント！
詳しくは２〜３ページ

&

多年にわた り社会福祉 に
功労のあっ た方々を表 彰
し、社会福祉の一層の推進
を図ります。
*13:00 式典
*14:15「多摩テュッティ弦
楽合奏団」によるストリン
グスコンサート
問合せ 総務係 373-5611

そのほかにも… ＊アクアブルー多摩イベント ＊リフレッシュ・マッサージ ＊社協バザーも開催！

２０１３．３.１１（月）１４：００開演

（開場１３：３０）

2 月 8 日(金)
前売券
販売開始！

会場 関戸公民館 ８階ヴィータホール 入場料 前売/当日 500 円
一人ひとりが東日本大震災を風化させないためにも、復興への願いを届けましょう。
★出演 新日本フィルメンバーによる弦楽四重奏
★プログラム モーツァルト〜アイネ・クライネ・ナハトムジーク ほか
主催：多摩ボランティア・市民活動支援センター・関戸公民館 協力：公益財団法人多摩市文化振興財団
前売券販売場所Z多摩ボラセン(ヴィータ及び総合福祉センター)、福祉ショップ「きずな」
、永山公民館
＊収益の一部は被災地に寄付します。問合せ 多摩ボラセン 042-373-6611
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２月２３日(土)
１０：００〜１５：００
多摩市総合福祉センター
＆アクアブルー多摩
９：４０〜 オープニングイベント
「愛宕太鼓による和太鼓演奏」
アクアブルー多摩 2 階入口前

みんなおいでよ！ボランティアまつり
身近に福祉やボランティア・市民活動を感じ、体験をしていただく機会として、例年多くの皆さまから
ご好評いただいている催しです。第４回を迎える今回も、子どもたちから高齢者、障がい者の方々など、
どなたでも楽しめる企画が盛りだくさん！ご家族・友人と一緒にご来場ください。

発 表 の部

10：05〜
10：30〜
10：55〜
11：15〜
11：55〜
12：30〜
13：45〜
14：10〜
ｱｸｱﾌﾞﾙｰ多摩
屋外ペデ

アクアブルー多摩キッズチアダンス
歌と踊り「三多摩街道・なさけ船・よさこい多摩音頭」
（磯笛会）
東京スカイツリー音頭（多摩市老人クラブ連合会女性委員会）
おはなし広場「紙芝居・読み語り」（ひなの会）
和太鼓演奏（愛宕太鼓）
ママさんバンドミニライブ（ペール☆オレンジ）
高齢者防犯寸劇(夢のマネージメント社)
防災 DVD「地域で減災」＆「東日本大震災記録映像」上映

復興支援＆おいしいもの 石巻で大人気の牛タンつくね焼き １本 200 円
〜人気商品のためお早目に！

総合福祉ｾﾝﾀｰ
３階 通路

即売コーナー

手作り 布製手作り製品＊手工芸品＊自主製品(椅子・お手玉・袋)
＊紙すき丸はがき・石けん/作品展示
おいしいもの 国産小麦と自家製レーズン酵母のパンとおやつ＊
クッキー・自家製うどん＊パン・焼菓子＊パウンドケーキ・焼菓
子＊おからクッキー・ゆば肉まん＊お弁当・寒天製品・お菓子
和菓子
復興支援 「石巻マルシェ in 多摩」
石巻被災企業☆絆☆復興企画商品
牡蠣飯＆牡蠣汁セット(500 円)
復興ぞうきん・アクリルたわし

総合福祉ｾﾝﾀｰ
３階 いこいの広場

展示コーナー

総合福祉ｾﾝﾀｰ
７階 ラウンジ

本格抹茶が飲める喫茶コーナー
抹茶のほか、ジュースやお菓子セット
もあります(150 円)。
社協 福祉バザー
お買い得な雑貨いろいろ！
ぜひお立ち寄りください。

総合福祉センター内の高齢者・障がい者施設の
作品展示。力作をどうぞご覧ください。

催しは、内容により開催時間
が異なります。詳しくは、ホ
ームページ及び公共施設等
に置いてあるプログラムを
ご覧ください。
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ｱｸｱﾌﾞﾙｰ多摩
２階

福祉ランド～楽しく☆体験＊ペットボトル DE アート＊昔遊び体験
東京ヴェルディグッズが当たるスピードくじ

ｱｸｱﾌﾞﾙｰ多摩
３階

ぬり絵・貼り絵づくり＊絵手紙づくり＊ドライフラワーを使った小物を作ろう
竹とんぼづくり＊人力発電体験コーナー

総合福祉ｾﾝﾀｰ
３階 通路

車いす体験（手動・電動）＊パソコン手相占い
食習慣診断

総合福祉ｾﾝﾀｰ
３階 多目的
フロア

企業ＣＳＲ活動＆多摩ボラセン紹介コーナー
豪華商品ゲット！チャリティーくじ・
スタンプラリー景品交換
各体験コーナーをまわって、
ポイントをためよう！
リフレッシュマッサージ

総合福祉ｾﾝﾀｰ
５階 つどいの間
総合福祉ｾﾝﾀｰ
６階 集会室

総合福祉ｾﾝﾀｰ
６階 創作室

みんなでめざそう体力向上！元気チェック！！～体力測定&健康体操体験
身体を温めることの大切さを学ぼう！～ホットパックを用いたマッサージ＆
健康相談
英国赤十字社の「セラピューティック・ケア」チャリティー体験、ＡＥＤ講習
総合福祉ｾﾝﾀｰ
７階 研修室

パソコンおもちゃ箱＊パソコンデータ救出デモ＊点字体験
ハンドマッサージ・メイク・ネイルチャリティー体験
小児病棟で子どもたちを見守る小さな天使キワニスドール
要約筆記体験・ミニ筆談ﾎﾞｰﾄﾞづくり＊ミニひな人形づくり＊ミニ手話教室
福祉車両展示・操作体験

総合福祉ｾﾝﾀｰ
屋外 西側玄関前

平成 25 年度の登録団体を募集しています。
「団体を立ち上げたい」
「活動を広げるために支援を受けたい」
「他の団体や機関とのネットワークを作りたい」などお考えの団体は、お気軽にお問い合わせください。

◆主な支援内容
＊事業への協力や広報活動・受付窓口等の支援
＊活動室や機材の貸出等
＊ボランティア活動振興助成金の交付 ※審査有

登録団体になるには要件があります。詳細はホ
ームページをご覧いただくか、多摩ボラセンま
でお気軽にお問い合わせください。

全３回の講座は、「自分の暮らしている地域に関心を深め、身近な
場所で市民活動を始めていただくきっかけ作り」を目的に開講しまし
た。「活動を始めたきっかけや継続の秘訣、地域で支え合う楽しさな
ど、活動者からの貴重な経験談は身近に感じることができた」「講座
2 回目の地域デビューパティーで各団体のプレゼンを聞き、紙面では
わからない具体的な紹介で、自分にできるのか・その活動を好きかど
うかの判断がつけやすかった。」など嬉しい声が届いています。多摩
ボランティア・市民活動支援センターでは、皆さまとの出会いを大切
に、いつでも立ち寄っていただける“ホットステーション''を目指し、
サポートを続けていきたいと思います。

団体の方々による活動紹介の様子

ご参加・ご協力いただいた皆さま、
ありがとうございました。

第２８６号

〜生きる喜び広げよう

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
移動児童館

１ 聖ヶ丘小学校
NEW!
聖ヶ丘3-66
２ 落合児童館
N E W ! 多摩市落合６−５
３ 第4回ボランティアまつり
NEW!

多摩市総合福祉センター
南野3-15-1

講演会の手伝い
４
島田療育センター厚生棟
NEW!
中沢1-31-1

心の絆深めよう〜

平成２５年２月７日（４）

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

日 時

備 考

工作、遊びなど行
事補助

2月13日(水)
12:30〜16:00

聖ヶ丘小学校に移動して
児童館活動を行います。

母親講座の際の乳
幼児の保育

2月15日(金)
・19日(火)
9:30〜12:30

＊乳幼児保育・子育て経
験者
＊事前打ち合わせあり

受付、災害復興支
援ブース、チャリ
ティーくじ、スタ
ンプラリー景品交
換、調理 など

2月23日（土）
①9:00〜13:00
②12:00〜16:00
1日通しも可

活動内容は、希望に沿え
ないことがあります。

発達障害を持つ子
どもの遊び相手、
会場準備 など

3月10日（日）
11:00〜16:00
＊午後のみでも可

子どもの好きな方、発達
障害に関心のある方、教
育、心理、福祉関係の方
など

◎継続ボランティア募集
名称・活動先
東京ヴェルディ
味の素スタジアム

１ 京王線飛田給駅 徒歩5分
NEW!

(c)TOKYO VERDY

南野デイサービス

２
総合福祉センター ４階

ツクイ多摩センター

３
豊ヶ丘1-59-15

おしゃべりノササゲの会

４

南多摩保健所・永山公民館

内 容

日 時

備 考

＊交通費一律１，０００円及
東京ヴェルディホ ー
①３/３(日)
び弁当の支給有
ムゲームでの車椅子
10:20集合
＊障がい者に理解があり、サ
来場者の付添い(車椅
②３/１７(日)
ッカー観戦が好きな方
子来場者受付・会場
1２:20集合
＊活動時間：６時間程度
案内等)
月〜金曜日
交通費は要請者負担
（除く水曜日）
利用者の話相手・
お昼は弁当持参
お茶出し・プログ 9:00〜16:00
上記、曜日の１日
ラム補助
でも可
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、ボランテ
手 芸 ・ 編 み 物 ・ ィアセンター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
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名称・活動先
リハビリ介助
５

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２月 ７日（５）

日

時

備

考

＊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（４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!！

６

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

７

多摩ボラセン
総合福祉センター ３F

車いす整備

２月１9日(火)
10:00〜12:00

８

多摩ボラセン
市内各所

ボランティア通信の
毎月第１木曜日
配布（唐木田駅付近、
以降
多摩センター駅付近
＊日時調整可能
など）

活 動 します！活 動 しまし た！

初めての方も大丈夫です

通勤・通学の途中など、
どなたでもできる活動で
す。

多くの方に路上生活者への支援物資をご寄付い
ただきました。２月３日に受付を終了しました。
ありがとうございました。

◎ 単発ボランティア活動：
イベント ２団体
◎ 継続ボランティア活動：ノササゲの会 ２名、マラソン伴走 １名、車いす整備 4名、
書道指導 １名

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。

◎２月・３月の出張相談日程
・多摩ボラセン永山分室 ２月4日(月)・28日(木)・３月４日(月)・28日(木)
*毎月第1月曜日と第4木曜日 13:30〜15:30
・ベルブ永山３階ロビー2月18日(月)・3月18日(月)
*毎月第３月曜日13:30〜15:30
初心者のための

2月のパソコン相談 〜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
Zパソコントラブルなどでお困りの方
5、12、19、26日(火)・8、15、22日、3月1日(金)10:30〜14:30
◎ パソコンティーチャー ZWordやExcelなどの使い方でお困りの方
７日(木)12:00〜14:00
８、22日(金)14:00〜16:00 12、26日(火)10:00〜12:00
≪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・シニアITクラブ
パソコンボランティア多摩・夢のマネージメント社
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地域の情報と催し
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記載のないものは
参加費無料・直接会場へ

多摩市永山公民館 市民企画講座
自立ステーションつばさ 講演会

◆しょうがいを持つ人の防災
〜地震・津波・原発〜
福島第一原発から約 40ｋｍ地点で、3･11 東日
本大震災や原発事故を経験した鈴木絹江さんをお
迎えしてお話をうかがいます。
･日時：2 月 16 日(土)14:０0〜16:30
･場所：永山公民館 5 階 ベルブホール
･講師：鈴木絹江氏
(NPO 法人ケア・ステーションゆうとぴあ理事長)
･定員：約 150 名(当日先着順)
※手話通訳・要約筆記あり
･問合せ：自立ステーションつばさ 担当 金井/滝沢
/FAX 042-389-6491
Email:tsubasa＠age.jp
《自立ステーションつばさとは…》どんなに重い
しょうがいを持っていても、その人らしい自立が
実現できるように支援する団体です。
多摩社会福祉士会学習会

◆多摩市障害者施策の動向
〜4 月障害者総合支援法スタートを前に
現状と課題をさぐる〜
多摩市障がい者基本計画（平成 24 年度〜29 年
度）の動きを中心に、多摩市の現状と課題、障害
者虐待防止法施行後の状況などを学び、福祉専門
職に求められることは何かを考えていきます。
･日時：2 月 21 日(木)19:00〜20:30
･会場：関戸公民館 第 1 学習室 (ヴィータ 8 階)
･講師：井上 勝氏（多摩市障害福祉課 課長）
･対象：関心のある方
･問合せ：石井
090-7700-8572
≪多摩社会福祉士会では…≫社団法人 東京社会福
祉士会の多摩地区会として 2008 年に発足しまし
た。多摩市地区における社会福祉士としての専門的
技能の研鑽、専門職相互の連携を図ることを目的と
して、学習会開催等の活動を行っています。会員以
外でも関心のある方はぜひご参加ください。

平成２５年２月７日（６）

◆特別シンポジウム
『2050 年の大人づくりを目指して』
ユネスコスクールが発足して 60 周年。ＥＳＤ(持
続可能な社会の担い手を育む教育)を主体的に推進
する多摩エリアの学校が中心となり、ＥＳＤの理念
のさらなる普及促進を目指して、ユネスコ国内委員
会の後援による特別シンポジウムを開催します。
･日時：３月９日（土）13:00〜17:30
･場所：多摩永山情報教育センター
･対象：教職員、保護者、地域の方々
･定員：800 名(申込先着順)
･内容：第一部Z地域の一員として〜中学生の職場
体験報告会･ゲストトーク「三國清三シェフ」
、第
二部Z2050 年の大人づくり〜私たちが未来に
伝え続けること〜
･申込：ユネスコスクール多摩地域ネットワーク
ホームページへ事前申込
http://unesco-school-tama.jp/
･問合せ：多摩市教育委員会 教育指導課
042-338-6877

◆ 平成 24 年度 市民防災講演会
-首都直下地震への備え・被害想定と地震災害
から身を守る･日時：3 月 10 日(日)13：00〜16：30
･場所：永山公民館 5 階 ベルブホール
･定員：150 名(先着順)＊手話通訳有
･内容：第 1 部Z基調講演/市古太郎氏 (首都大学東
京都市環境学部准教授)、第 2 部Zパネルディスカ
ッション＊多摩市長/阿倍裕行＊東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市
民活動支援ｾﾝﾀｰ副所長/竹内則夫氏、聖ヶ丘１丁目
ｱﾊﾟｰﾄ自治会自主防災本部役員/田村藤子氏
･主催：多摩市総務部防災安全課
042-338-6802

◆山元加津子さん 講演会 ＆ 上映会
｢僕のうしろに道はできる｣
･日時：3 月 24 日(日) 14:00〜17:45
･場所：日野市七生公会堂
(日野市三沢 3-50-1 高幡不動駅徒歩 7 分)

･内容：第 1 部Zかっこちゃん講演会/山元加津子氏
(特別支援学校教諭)、第 2 部Zドキュメンタリー
映画上映｢僕のうしろに道はできる｣
･参加費：大人 2000 円(当日 2500 円)
❤地域情報をお寄せ下さい！
ボランティア・市民活動関連の情報をお寄せください。 障がい者･子ども(中学生以下)500 円
･チケット販売所：風(ヴィータ７階)、売店ひまわり(多
FAX 又はメールでお送り下さい。(毎月 20 日締切)
多摩ボランティア・市民活動支援センター宛
FAX042-373-6629

摩市役所内)、はらっぱ(永山公民館内)、あしたや(諏
訪商店街)、福祉ショップきずな(多摩ｾﾝﾀｰﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ)

･主催：
「わたげの会」 090-4451-3726
SKY カウンセリングセンター
042-371-8341 FAX042-371-0541
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市委託事業の受託団体募集 ほか
◆市民協働指定委託事業
「平成２５年度子育てつどいの広場企画運営
業務委託」受託団体募集
永山公民館子育てつどいの広場事業の企画運営
を受託する市民団体を募集します。
･委託内容：コーディネーターが常駐し、未就学児
の子と保護者の親子が、地域で安心して自由に
過ごせる広場を実施する。子育てをしている親
たちが、地域の中で安心できる子育て環境を作
るきっかけを提供する等。(詳細は仕様書による)
･委託回数：年間 20 回以上(1 回 8 時間)程度
通年事業
※年度最初の事業委託予定日：4 月 11 日
･委託期間：契約締結日の翌日〜平成 26 年 3 月
31 日(予定)。原則毎月第２・４木曜日
･業務場所：永山公民館第 1･2 保育室
･応募資格：子育て広場などの活動の実績を有し、
市内で活動する市民団体で、市 NPO 登録団体
(多摩市協働委託事業契約・市民団体等登録制
度)、またはこの登録要件を満たし当該契約前
に登録予定の団体※法人格の有無は問わず
･委託金額：48 万円(上限)※施設使用料は免除
･応募方法：永山公民館窓口で配布【期間：2/1(金)
〜2/8(金)９:00〜17:00】の募集要領を受け取
り、企画提案書を作成の上、２月 28 日(木)
17:00 までに永山公民館窓口に直接持参
※2 月 7 日、21 日は休館日のため除く
･選定方法：企画提案書と公開プレゼンテーション
(3/8(金)午後開催予定)を審査し受託団体を決
定
･問合せ 永山公民館事業担当
042-337-6661 FAX042-337-6003

◆平成 25 年度 多摩ＮＰＯセンター運営会議
委員募集
･任期：４月１日〜平成 26 年３月 31 日
･対象：市内または近隣で活動するＮＰＯ、大学
関係団体、ボランティア団体、自治会・管理組
合、サークル等
＊応募は各団体から原則１人
＊報酬・謝礼無し
＊第１回会議(準備会)は３月 23 日(土)14：00
から多摩ＮＰＯセンター(西永山複合施設内)
･応募/問合せ：３月 8 日(金)までに市民活動支援
課事業担当内多摩ＮＰＯセンター運営会議事
務局へ(ヴィータ・コミューネ 7 階)
042-376-8311

平成２５年２月７日（７）

◆「関戸公民館・永山公民館・ＴＡＭＡ女性ｾﾝﾀｰ
講座等開催時の保育業務」受託団体募集
関戸公民館、永山公民館、TAMA 女性センター
では、平成 25 年度講座等開催時の保育業務を受託
する市民団体を募集します。
･応募資格：保育活動の実績を有し、市内で活動す
る市民団体で、市ＮＰＯ登録団体、またはこの登
録要件を満たし当該契約前に登録予定の団体。
※法人格の有無は問わず
･応募方法：各施設の窓口で配布【期間：3/1(金)
〜3/8(金)】の委託業務仕様書、見積書様式を受
け取り、3 月 14 日(木)までに提出
※詳細はそれぞれの公式 HP をご覧ください。
･問合せ：関戸公民館
042-374-9711
永山公民館
042-337-6661
ＴＡＭＡ女性センター 042-355-2110

◆「ごみ減量化推進事業」受託団体募集
お祭りなどのイベントで、繰り返し使用できる
リユース食器の無料貸出を行っています。貸出管
理業務(貸出準備事務、洗浄･保管、ＰＲ等)を市民
協働事業として受託する多摩市ＮＰＯ登録団体を
募集します。
･委託内容：「リユース食器貸出管理」業務委託
＊年間を通して貸出日・返却日に応じﾘﾕｰｽ食器
の検品・洗浄・殺菌作業と、ﾘﾕｰｽ食器の PR
を行う。
･応募資格：市内で活動する市民団体で、市 NPO
登録団体(多摩市協働委託事業契約・市民団体等登
録制度)、またこの登録要件を満たし当該契約前
に登録予定の団体 ※法人格の有無は問わず
･応募方法：多摩市立資源化センター(エコプラザ
多摩)で配布【期間：2/20(水)〜3/12(火)】の
提案依頼書、委託業務仕様書を受け取り、提案
書、見積書を作成の上、3 月 15 日(金)17:00
までに多摩市立資源化センター(エコプラザ多
摩)管理棟２階窓口に直接持参
･選定方法：企画提案方式
･問合せ/提出先：多摩市くらしと文化部ごみ対策
課 減量推進担当 峯村
多摩市立資源化センター（エコプラザ多摩）
管理棟 2 階
042-338-6836
FAX042-356-3919

〜生きる喜び広げよう
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平成２５年２月７日（８）

)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
介助を学びながら歩きます

日 時・場 所
※活動日
費用・持ち物
２/13、20、３/６(水)
10:00〜12:30
100 円
健康ｾﾝﾀｰ 3 階（関・一つむぎ館） （お茶代）
※第 1･2･3 水曜日 祭日は休み
1000 円
２/2８ (木) 10:00〜15:00
永山公民館 4 階調理室
お米 2 カップ
《にぎり寿司》
ｴﾌﾟﾛン/持ち帰り
※第 4 木曜日
容器
２/27(水) 10:00〜15:00
聖蹟桜ヶ丘駅西口改札集合
府中郷土の森
雨天:新宿方面 ※第 4 水曜日
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昼食代
交通費

問 合 せ
多摩ボランティア・
市民活動支援センター

373-6611

グループＴＯＭＯ
/FAX 389-1234
(2/2６締切)
斉藤
371-1768
(2/25 締切)

次回定例会 ２月 20 日(水)13:30〜
桜ケ丘ヴィータ 7 階打合せコーナー

突然の大雪のあと、１月１６日の定例会は、１６団体があつまり、それぞれの団体の近況報告や、活
動紹介。ヴィータで行われる地域ふれあいフォーラムでの分担の確認、２月に行われるボランティアま
つりの準備状況など、和やかなうちに珍しく定刻前に終了。
１月２７日の地域ふれあいフォーラムでは、会場のレイアウトも一新。ボラセン主催の市民活動入門講
座の受講生も熱心に参加。残念ながら一般の方々は、活動紹介ブースにはあまり訪れる方がいらっしゃ
いません。ボラセンの新拠点をこれからの活動にどう活かしていくか大きな課題ですね。
２月からの定例会は、多摩ボランティア・市民活動支援センター（桜ケ丘ヴィータ 7 階）で行うこと
にしました。（とのぐさ）

助成金情報

詳細は各 HP をご覧ください。

¾2013 度（第 1１回）ドコモ市民活動団体への助成

締切：３/29 必着
「子どもを守る」をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援する活動（不登校・ひきこもり・児童虐待・
地域犯罪・居場所づくり・軽度発達障がいなど）を支援
対象団体：活動実績が 2 年以上の団体(法人
格を有する、または取得申請中の団体等 助成金額：５0 万円/１団体を標準 上限 200 万円迄
応募/問合せ：NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局
03-3509-7651 FAX03-3509-7655
http://www.mcfund.or.jp/
Email:info@mcfund.or.jp

〜多摩ボランティア・市民活動支援センター(多摩ボラセン)より〜
昨年 11 月、桜ケ丘のヴィータ 7 階に開所した『多摩ボラセン』に、いらしていただきましたか？
どんなところか、ぜひ、お立ち寄りください！お待ちしています。

♪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

♪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

