The Volunteer Center Serving Akishima City

◆ 助成金 情報

Subsidy

○ PanasonicNPOサポートファンド ２００９年助成事業
＊対象：１環境分野・・環境問題に取り組むNPOの組織基盤強化に資する事業
２子ども分野・・子どもたちの健やかな育ちを応援するNPOの組織基盤強化に資する事業
詳細は URL：http://www.panasonic.co.jp/cca/pnsf を参照
＊助成事業期間：２００９年１月１日～２００９年１２月３１日の間に実施、終了するもの(継続もあり）
＊助成金：１団体 上限 １５０万円 合計 ３千万円
＊問合せ：NPO法人 地球と未来の環境基金 〒101-0041 千代田区神田須田町1-5 新須田町共同ビル2F
℡ 03-5298-6644 Fax 03-5298-6635 URL：http://www.eco.future.net
NPO法人 市民社会創造ファンド
〒100-0004 千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル 267-B
℡ 03-3510-1221 Fax 03-3510-1222 URL：:http://www.civilfund.org

○財団法人みずほ福祉助成財団
＊対象：社会福祉(障害児者:身体･知的･精神）に関する民間の事業や研究
＊内容：事業助成:1件あたり、15万以上100万円 研究助成：1件あたり、200万円 助成実施は11月頃
＊申請：所定の申込用紙に必要事項を記入し、必要な資料（団体に関する資料:定款や事業計画、
予算書他）を添付して郵送 ＊締切：７月末日必着（持参不可）
〒100-0004 東京都千代田区大手町1‐5‐4 （財）みずほ福祉助成財団事務局 03‐3201‐2442
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2008 夏休み体験ボランティア
～やってみようか 夏ぼら！～

○日本財団 2008年度 福祉車両助成募集
いつでも、どこでも、誰もが好きな場所に自由に移動できるよう、福祉車両の配備を支援しています。
＊対象団体：特定非営利活動法人（NPO）、任意団体 ＊対象事業：社会福祉に係るすべての事業
＊内容：①車いす対応車（軽自動車）②車いす対応車（普通）③送迎車（軽自動車）④送迎車（普通）
＊締切：７月３１日（木）（当日消印有効）
＊申請：郵送またはインターネットで 団体ホームページ http://www.nippon-foundation.or.jp/index.html

○ユニベール財団 市民活動助成
＊助成対象：１．高齢者が活動する市民団体 ２．高齢者の医療・保健・福祉、まちづくり等、高齢者を対象
とする市民活動を行う団体
＊助成金額：1年間。原則1件当り100万円を限度。額については活動内容及び規模により査定あり。
＊応募方法：所定の申請書記入の上、当財団宛送付(申請書はホームページよりダウンロードできます)
＊申込・問合せ：7月31日(木)必着 財団法人ユニベール財団 〒160-0004 新宿区四谷2-14-8 YPCビル5階

◎ 編集後記

今年も夏休みを利用してボランティアや地域の活動に参加できる、「夏ぼら」の季節
がやってきました。今年も、市内40余りの施設や団体が受け入れ先としてご協力いただ
いています。
普段関心があっても活動できない方、きっかけが無くて踏み出せなかった方、この機会
に参加してみませんか。自分のできることを、自分のできる範囲で･･･。センターでは、
それぞれの方にあった活動が見つかるよう、情報の提供やご相談を行っています。気軽
においでください。
◎資料・申し込みは･･･
昭島ボランティアセン

検 索
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洞爺湖サミットに感化されたわけではありませんが、少し前に流行った「ロハス」という言葉が気になり本を読み始めま
した。ロハスの考えは、『健康で持続可能な社会を考える生活』というようなことのようです。いとり一人が、自分のこと、
後生のこと、そして地球のことを考える時期になっているようです。無理なく続けたいものです。

●認知症の方とその家族を地域で支える取り組みについて
センターは、地域で、認知症の方やそのご家族を支えるための様々な取り組みを始めました。
２月 「認知症サポーター養成講座」開催 １００名の市民の方がご参加
４月 「第１回介護者交流会」開催 １０家族参加
そして、６月２８日（土）は、「認知症の方の心を感じて」というテーマで、認知症の方が安心でき
る接し方についての講座を行いました。（市主催 ４０名参加）
今後も講座などを開催いたします。
第２回認知症介護者交流会開催
日時 ７月２３日（水） １３:３０～１５:００
場所 あいぽっく 昭和町４－７－１
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▼ ボランティア 情報

Volunteer

【施設】 介護老人保健福祉施設 アゼリア

【個人】知的障がいの方の余暇支援

＊内容
①食後の下膳とテーブル拭きなどの後片付け
8：30～9：30、12：30～13：30、18：30～19：00
②園芸クラブでの花壇の手入れなど
10：30～ 又は 14：００～
③クラブ、レクリエーションの準備やサポート
クラブで使用する物品の準備
＊事前に施設見学やオリエンテーションなどして、 安心して
活動できるようにサポートします。（月１回でも可）

就労している知的障害の方が、休みの日に(週1回、半日
程度)一緒に過ごしてくださる方を募集しています。軽いス
ポーツをしたり、自転車で一緒に出かけてくださる男性の
方。

【施設】 愛全園デイサービスセンター
愛全園デイサービスセンターでは昼食の配膳・下膳を手
伝ってくださるボランティアを募集しております。
活動日時：月曜～土曜日まで １１時５０分～１３時頃

【施設】特別養護老人ホームニューフジホーム
ニューフジホームでは、お年寄りの笑顔をたくさん作りた
いと思っています。職員だけではできることも限られていま
すので、皆様のお力を是非お貸し下さい！私たちと共に
ホームのお年寄りと楽しい時間を過ごして見ませんか？
<どんなことを？>
散歩ボラ（車椅子を押して一緒に散歩する）・ 傾聴ボラ・将
棋ボラ・作業ボラ（塗り絵や折り紙など）・朗読ボラ・演芸ボラ
（歌や踊り、音楽などのサークル活動を披露する）、他得意

【個人】全介助の女性の一人暮らしをサポート
ボランティア＆有償援助大募集
(有償の場合）1時間当たり1,000円！うわのせあり！
まみの介助を上手に出来たら時給うわのせあり。
全時間帯募集中（メールが出来る人に限る）
9：00～17：00／17：00～21：00,21：00～翌9：00（仮眠有）
＊時間帯応相談
※交通費 全額支給 ヘルパー資格は不用（初心者大歓
迎！ベテランヘルパーが優しく教えます）
援助内容：食事・歯磨き・花の世話・メール・トイレ・外出な
ど生活介助
ーまみの言葉ー
まみは脳性マヒ＆脳こうそくにより全介助さ。でも、昭島
駅南口徒歩13分のところに１人で暮らしている！薬は服用
していない。まみは自然治癒力が好き！！全介助なので、

【個人】盲学校への通学支援ボランティア募集
八王子の盲学校へ通学する子の送迎の支援ボランティア
を募集しています。週1回から出来る範囲でお願いします。

【団体】夏季合宿のお手伝い コロロETセンター
【施設】障がい者施設

昭島生活実習所

発達障害（主に自閉症）の子どもと家族を支援する団体で
昭島生活実習所は、知的・身体障害の方のデイサービスな す。療育の一環として夏季合宿を実施します。
日程：8月1日（金）～6日（水）
どを行なっている施設です。日中活動並びに行事に協力し
＊前日参加できない方はご相談ください。
ていただけるボランティアさん募集中です。利用者の方との
散歩や送迎車両を使用してのドライブの付き添いなど、日中 場所：山梨県北杜市、南アルプス市、西多摩郡瑞穂町
の活動のお手伝い。行事ではお祭りや、宿泊行事のお手伝 経験や性別は問いません。 交通費を支給。食費、宿泊費
は不要です。
いなど。
連絡先：ココロETセンター杉並教室
＜連絡先＞昭島市松原町3-11-15
℡：042－541-8796 ＦＡＸ：042－541-9246 担当：森

【ＮＰＯ法人】サマーキャンプ付添いボラ ウイズ
知的障がいのある方（小学生～社会人）と一緒にキャンプ
にいっていただける方を募集しています。今年は長野県黒
姫高原です。総勢30名!!楽しい2日間です。事前に詳しく説
明をします。当日は、なれたスタッフと一緒の参加ですので
全く初めての方でも安心してご参加いただけます。夏休み
中の学生さん、是非ご一緒に!! ＊食費2,000円のみ負担し
ていただきます。

●双葉園
学習ボランティア
内容 中学２年生女子の学習指導（数学）
＊女性の方を募集
日時 平日１８時３０分から２０時３０分の間の1時間程度
週１～２回

ボランティアに関わる情報や募集などの記事の掲載は、毎月２０日頃までにセンター宛にお送りいただければ
掲載することができます。そのほか、センターのホームページへは随時、情報掲載ができます。

翌月号紙面に

▼ イベント・講習・講座

Event ･ Course ･ Lecture

●第2回 認知症介護者交流会

●講演会 ＬＤ児「僕のことわかって！」

認知症のご家族と一緒に生活されている方、ま
た、過去に家族介護を経験された方の情報共有や
交流の場となればと、2回目の交流会を開催します。
地域の専門家による相談の時間を設けます。お気
軽にご参加下さい。
日時：7月23日(水) 13：30～15：00
（相談ある方は15：00より）
場所：あいぽっく 4階

「これって発達障害？」～診断と療育の大切さ～
医師、臨床心理士、親の立場から、具体的なお話
をしていただきます。1人でも多くの方がＬＤ等発達
障害に対しての理解を深めていただけることを願っ
ています。
講師：東京西徳洲会病院 二瓶健次先生(医師)
(診断する立場から）
東京西徳洲会病院 白川公子先生（臨床心理士）
（療育する立場から）
ＬＤ児・者を考える会「くじら｣代表 吉野由紀夫
（親の立場から）
日時：平成20年7月27日(日) 14：00～16：00頃
受付 13：30～
場所：東京西徳洲会病院 別館6階
参加費：資料代500円
申込：電話または、ファックス・メール（氏名、住所、
電話番号、メールアドレス、職業をご記入ください）
℡・Fax
042－637-4118（前田）・042－542-2788（吉野）

●子どもNPOが子育て環境を変える
子育てNPO活動者研修 IN 東京
社会のしくみや制度をつくり、地域を活発化させ、
子育て環境をより良く豊かにしていくために、みん
なで学びあいましょう！
開催日：H20年7月30日(水)、31日(木)
会 場：江東区亀戸文化センター
定 員：100名 参加費無料(資料代 1,000円）
〆 切：7月25日(先着順）
託児有：10名 1日 500円、 2日 1,000円

●＜地域に開かれたつどい＞
健康づくり講座
「すぐに役立つ疲労回復術とストレッチ」
食事、ツボ療法、アロマ＆ハーブなど、手軽に出
来る疲労回復術を紹介。ケガの予防、疲労回復に
も繋がるストレッチも紹介。ハーブティーとクッキー
付き
日時：7月19日(土) 13：30～15：30
場所：勤労商工市民センター第一洋室
講師：中村千穂氏（健康作りワーカーズ
“ぱーとなー〟）

●社会に貢献するシゴト！」セミナー
第６回「こうして僕は世界を変えるために
一歩を踏み出した」
(NPO法人）テラ･ルネッサンス理事長
鬼丸 昌也さん
日時：７月２６日（土） 19時～21時
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
センター棟 109 渋谷区代々木神園3－1
対象：概ね30歳以下で「社会に貢献するシゴト！」
に興味がある方就職相談･支援の担当者
定員：（各回） ３０名（定員に達し次第締切）
参加費：1,000円

●おもちゃ学芸員養成講座
東京おもちゃ美術館では、美術館で手作りおも
ちゃの指導アシスタントや来館者の対応をしてくだ
さる学芸員の養成講座を行います。 定員：30名
日時：9月①2・3日、②27・28日 10：00～16：00
場所：東京おもちゃ美術館（新宿区四谷4－20）
参加費：エプロン代2,000円と会費5,000円

各団体が開催するイベントや研修
会などの情報がありましたらセンター
までご連絡ください。「情報誌」やホー
ムページで、市民の皆様にお知らせ

◆ 情報
昭島ボランティアセンターの情報誌を置いていただける店舗、施設、会社などを探しています。
多くの方にボランティアや市民活動を知っていただくため、いろいろな所に情報誌を設置していきたいと
思っています。ご協力をお願い致します。（もしラックなどが必要な場合はセンターが準備いたします。）

昭島ボランティアセンターのホームページでは、ボランティア募集やイベント・講座・講習などの情報を
リアルタイムで発信しています。最新の情報はインターネットのホームページでご覧いただけます。

