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◆ 助成金 情報
○大和証券福祉財団

昭島ボランティアセンター
Subsidy

「平成２０年度 第１５回ボランティア活動助成事業」

＊応募資格：ボランティア活動を目的とした団体・グループ 学生・若者のボランティア活動も積極的に応援
☆申込みに際しては、社会福祉協議会・共同募金会等の推薦を受ける
＊応募課題：特に在宅老人、障害者・児、児童問題等に対するボランティア活動
＊助成金：１件当たり、３０万円を上限とする
総額、５０００万円（内、５００万円は災害時ボランティア活動に対する助成）
＊応募期間：平成２０年８月１日 ～ 平成２０年９月１５日（当日消印有効）
＊助成期間：原則として平成２１年１月 ～ 平成２１年１２月の活動に対しての助成
＊応募方法：所定の申込書により郵送にて応募
申込書は「正」「副（コピー可）」合計２部必要（申込書以外の資料添付は必要なし）
＊申込書請求：下記財団へ電話、ファックスにて請求、又はホームページからプリントアウトし申請できる
＊発表期日：平成２０年１２月
＊発表方法：申込者宛に文書で合否を通知
助成対象となったボランティア活動は、所属団体名、代表者名、市区町村名を公表
＊申請書送付及び問い合せ：
財団法人大和証券福祉財団 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-1 大和八重洲ビル
℡03-5555-4640 Fax 03-5202-2014 URL：http://www.daiwa-grp.jp/branding/citizen/dsf/
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トピックス

Topics

新コーナー 連載スタート！！
「あなたの声を聴かせて

○ＬＵＳＨチャリティバンク
ラッシュジャパンでは、社会環境のために日々取り組んでいる、より多くの人たちからご応募いただきたいと考え、間口の
広い助成プログラムを開始しました。相互のコミュニケーションを重視して選考します。皆様の積極的なご応募をお待ちして
おります。
＊対象：・自然環境・地球温暖化に関わる活動・化粧品における動物実験反対活動
・希少な動物の保全活動・社会的弱者の支援・草の根運動（直接的な活動）
・法人格、個人は問わないが、日本国内に活動拠点をもつこと、 ・１年以上の団体活動の活動実績をもつ
＊内容：１団体１０万円～１００万円・書類審査を通過した団体のみヒアリング実施
＊応募方法：申請書をダウンロードし、郵送する。 締切：毎月末（消印）有効
ＵＲＬ：http://www.lushjapan.com/happyshare.asp
郵送先 〒108-0074 東京都港区高輪3-25-22 3Ｆ （株）ラッシュジャパン チャリティポット係

◆

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。）
問い合わせ： ５４４－０３８８ ボランティアセンター

◎

編集後記

E ｄｉｔｏｒ ’ ｓ Ｎｏｔｅ

夏休み体験ボランティアの活動が始まっています。最近は、「学校の課題のため」とか試験対策のためにという動機の方も増
えていますが、人の出会いは様々な思い出や新たな発見を体験者に与えてくれているようです。

このまちをどうしたい！」

５月に開催したボランティアセンターオープン記念イベントのテーマ、「あなたの声を聴かせて このまちを
をどうしたい！」について、もっとたくさんの方と話し続けていきたいと考え、今月号より皆さんの思いを寄
せていただき掲載することにしました。
口火を切って投稿していただいたのは、兼本さんです。『ぐう・ちょき・ぱあ☆塾』というグループの代表で、
市内の子育て支援の情報をまとめたカレンダーを発行したり、親子映画会やヨガ・食事会などのお母さんの居
場所作りを企画しています。普段の活動から、『こんなまちにしたい』という思いを書いていただきました。

「こんなまちになってほしい、昭島❤」

昭島市子育て支援グループ

ぐう*ちょき*ぱあ☆塾
代表 兼本 富士子
私は、約2年前に子育て支援活動に関わるようになって、今ではそのサプライズワールド（予測不能な展開と驚
きの連続）にはまってしまい、「活動が楽しくて止められない！」日々を送っています。
子育て支援と申しましても、直接お子さんを対象にしているのではなく、０．１．２歳のお子さんをお持ちの
おかあさんが活動の対象です。子供が自尊感情を持って安全に安心して暮らしていくためには、おかあさんが元
気に明るく前向きに生きていくことが重要なキーポイントとなると考えるからです。
保育園、幼稚園、子育てネットワークの方々、皆さんが、お子さんの健やかな成長を願って日々支援活動をさ
れています。そんな皆さんの温かい想いをおかあさん方に伝えたくて、毎月「昭島子育てカレンダー」を編集発
行させていただくようになりました。加えて「ぽかぽかランチ」「ママシネマ」を始め各種おかあさんの居場所
作りのイベント開催や学習会における自己啓発のお手伝いをさせていただいております。
時には突っ走りすぎて行政の方々と衝突することもありますが、「話せば必ず道は開ける！」と信じて、困難
な状況も突破してまいりました。幸せは天から降ってくるものではなく、自分の力でつかみ取っていくものだと
思います。たとえ小さなお子さんがいらして自由に活動できない状態でも何かできることが必ずあるはずです。
私はおかあさん方に「自分たちの居場所は自分たちで作っていきましょう」と声をかけ続けたいし、その輪を広
げていきたいです。そんなおかあさん方のパワーがエネルギー源となり、昭島が未来に向けて明るく開けた町と
なっていくことを願っております。
☆皆様と一緒に「このまちをどうしたい！」を考えていきたいと思います。ぜひ、ご意見、ご意見に対する
感想・質問などありましたらお聞かせください。センターまでご連絡ください

＊目 次＊
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Ｐ ２：ボランティア情報：サマーキャンプ付添、障がい者施設バザー手伝い、老人施設トランプ相手・配膳下膳手伝い他
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Volunteer

▼ ボランティア 情報
【施設】 介護老人保健施設 アゼリア
＊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、オセロ・トランプの相手
＊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）
連絡先：事業支援部 坂田 ℡：042-549-7799

The Volunteer Center Serving Akishima City

【個人】知的障がいの方の余暇支援
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。
連絡先：昭島ボランティアセンター ℡ 544-0388

【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
【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 ※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）
てくださるボランティアを募集しております。
援助内容：食事・歯磨き・花の世話・メール・トイレ・外出など生
活動日時：月曜～土曜日まで １１時５０分～１３時頃
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
【施設】特別養護老人ホームニューフジホーム
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
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 い。まみは自然治癒力が好き！！全介助なので、出来れば
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、
ボランティアの方！・・・助かります。
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
メール： mayumi...c_c_...sirochan@docomo.ne.jp
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
【個人】盲学校への通学支援ボランティア募集
ボラ・作業ボラ（塗り絵や折り紙など）・朗読ボラ・演芸ボラ（歌
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
や踊り、音楽などのサークル活動を披露する）、他得意なこと
募集しています。週1回から出来る範囲でお願いします。
の持ち込みも大歓迎
連絡先：℡ 544-0388 昭島ボランティアセンター
＜連絡先＞ 昭島市中神町１２６０℡ 544-5291

【施設】障がい者施設 昭島生活実習所
昭島生活実習所は、知的・身体障害の方のデイサービスなど
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、日中の活動
のお手伝い。行事ではお祭りや、宿泊行事のお手伝いなど。
＜連絡先＞昭島市松原町3-11-15
℡：042－541-8796 ＦＡＸ：042－541-9246 担当：森
♪実習所祭 開催♪8月16日（土）11:30～15:30
バザーや販売コーナーのお手伝い お願いします！

【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。
8月17日（日）～18日（月）
ＮＰＯ法人 在宅福祉サービスウイズ 544-1782

【団体】夏季合宿のお手伝い コロロETセンター
発達障害（主に自閉症）の子どもと家族を支援する団体です。
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）
＊前日参加できない方はご相談ください。
場所：山梨県北杜市、南アルプス市、西多摩郡瑞穂町
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。
連絡先：ココロETセンター杉並教室
担当 長崎、佐藤、小片 03‐3399‐0510

●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
＊問合せ 双葉園 ℡ 542-1841 （担当 八巻）

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。

▼ イベント・講習・講座

Event ･ Course ･ Lecture

●西多摩療育支援センター祭
●総合的な学習の時間支援シンポジュウム
地域の皆様と楽しみながら交流できますように 「西多摩 「総合的な学習が子どものたちの未来を拓く」
療育センター祭」（略称センター祭）を開催します。
「総合的な学習の時間」は学力を含む「生きる力」を育成
子供も大人も楽しめるような行事になるよう準備を進め
ておりますので、皆様のご参加を心よりお待しています。 するために重要な教育活動です。実際に行われている
開催日：H20年10月12日(日)
事例から学びつつ、その学習の意義を改めて確認し応
時 間：10：30～15：00
援したいと考えています。
会 場：西多摩療育支援センター
内
容：事例検討、 シンポジュウム(堀田 力、中嶋 博、
〒197-0832
あきる野市上代継84-6
吉永美智子ほか)、 意見情報交換
★ボランティアも募集しています
お祭りでのイベントのお手伝い・利用者さんの付き添い
開催日：平成20年8月5日 定員：300名
を募集します。皆様のボランティアをお待ちしています。
時 間：13：00～17：00
昼食はご用意させていただきます。上履きと動きやすい
会 場：科学技術館サイエンスホール
服装でいらしてください。
申込締切：平成20年8月4日
資料代：1000円
時 間：9：30～16：00
問い合わせ
申込み：FAX、ホームページ、郵送どちらでも結構です
センター祭り：実行委員会
問い合わせ・申込先
連 絡：西多摩療育センター
東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館7F
TEL042-559-2241 FAX042-532-5072
財団法人さわやか福祉財団
メール: n-gaku@kakfuh.com
広報係：柳瀬・千ヶ埼（月曜～金曜）
総合的な学習の時間プロジェクト
ホームページ
担当：有馬、三浦、村上、宮沢
http://www16.ocn.ne.jp/~nisitama/
TEL03-5470-7751（問い合わせのみ）
ホームページ
●おもちゃ学芸員養成講座
http://www.sawayakazaidan.or.jp/
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
☆各団体が開催するイベントや研修会などの情報が
日時：9月①2・3日、②27・28日 10：00～16：00
ありましたらセンター迄ご連絡ください。「情報誌」や
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
ホームページで、市民の皆様にお知らせいたします。
問合せ：03－5367－9601

第３回 ☆あきしまこどもまつり開催☆

10月11日（土）

昭島市社会福祉協議は今年も「あきしまこどもまつり」を開催します。毎年様々な団体が参加し
イベントを開催しています。今年は以下のような内容で各団体が企画運営を行います。
まだ、利用できる部屋があります。親子の笑顔が生まれる楽しい企画がありましたら是非ご参加く
ださい。社会福祉協議会はイベント開催のお手伝いをします。ボランティア・市民活動グループの
皆さん！楽しい企画お待ちしています。
お申込みは、公益性のある活動をされ政治・宗教及び営利活動を目的としない団体に限ります。
締切：８月１５日(金)
講

座

内

容

協力団体

①おもしろ科学工作

科学を応用した、おもしろ工作

昭島おもちゃ病院

②木工教室

木のぬくもりを感じながら親子で共同作業

昭島おもちゃ病院

③親子クッキング

～ソーセージを手作りしよう～

地域のお茶の間

自分で作ったソーセージを昼食でいただきます
④ダンボール迷路

参加者が自分で作る迷路です

子育てグループ

どんな迷路ができるか？

ネットワーク連絡会

新聞プールもあるよ！

（時間内ならいつ来ても大丈夫です）
⑤とん汁もあるよ！
親子星空観賞会

翌月号紙面に

天体望遠鏡で秋の星空を眺めます

昭島天文観測所

ミニコンサートもあるよ♪~

食楽会

（雨天：スライド鑑賞）

ｷﾞﾀｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ｢ハミング｣

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。

