
   

       
                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

 

 

 

 

                                     

発行日 令和元年１０月１日 No.３８８ 

社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会 

小金井ボランティア･市民活動センター 発行 
 

開所日時：月～金 (土・日・祝 休み) 8:30～17:00 

所在地：〒184-0004 小金井市本町 5-36-17 

連絡先：TEL 042-387-0011  

FAX 042-386-1294 

メール：vc-koganei@circus.ocn.ne.jp 

URL ： http://kvac.jp/ 

 

ボランティア募集やイベントなどの情報をお寄せください！(毎月 20 日〆切です) 

使用済み切手 募集中!! 

 

盲老人ホームなどの福祉団体の活動費の一部になります。 

ご自宅や会社などで、使用済み 

切手がありましたら当センター 

にお譲りください。 

※社協では 

 ・ベルマーク 

 ・不要な入れ歯（クラウン、インレー、ブリッジなど 

金属が含まれている物に限ります） 

 

使用済み切手 募集中!!   

 

  

 

ことしの 4 月、社協の講座から生まれたばかりの外国人支援団体に参加しませんか？自分のペースで

お気軽にご参加ください。入会金・会費無料。 

 

内容：市内在住の外国人を対象にした学習支援、子育て支援、通訳・翻訳などの支援活動 

とき：①1０月１日（火） ②11 月５日（火） 

14：00～15：30 

※上記日程は定例会開催日です。  

ところ：①前原暫定 C 会議室 ②社会福祉協議会２階会議室 

問合先：社会福祉協議会地域福祉係 

電話：042-386-0294  Mail：kissa.koganei@gmail.com 

と き：令和２年３月１４日（土）１０：００～１６：００（予定） 

ところ：小金井宮地楽器ホール及びフェスティバルコート 

内 容：展示、ワークショップ、出店などによる市民活動団体の活動ＰＲ、参加団体間の交流 

対 象：小金井市を拠点とし、地域や暮らしをより良くしようと取り組んでいる団体等 

申 込：令和元年１０月１５日（火）までに同センターへ。申込用紙は小金井ボランティア・市民 

活動センター、市コミュニティ文化課（市役所第二庁舎４階）、公民館各館で配布するほか、 

同センターホームページ（http://kvac.jp/），市ホームページからダウンロードできます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立小児総合医療センター こども病院ボランティアを募集しています！（通年） 

 

内 容：①キッズルーム運営 ②入院患者さんの遊び相手、学習支援 ③患者さん向け図書室の運営等 

と き：月曜～金曜 ①10：00～12：00 ②12：00～14：00 ③14：00～16：00 の 2 時間単位 

ところ：東京都立小児総合医療センター（ＪＲ西国分寺駅よりバス 5 分、徒歩 15 分） 

備 考：18 歳以上（高校生不可）。原則として 1 年以上・月 2 回以上継続できる方。 

申 込：下記へ電話でお申込みください。 

問合先：東京都立小児総合医療センター 医療連携室 ボランティア事務局 

    電話：042-312-8116（直通）平日 9：00～17：00 

江戸東京たてもの園 ボランティア募集 

 

江戸東京たてもの園は、現地保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、復元・保存・

展示する野外博物館です。文化財の維持管理等の支援活動を行うボランティアを募集します。 

 

募集人数：20 名程度予定（日曜日に活動できる方歓迎） 

活動内容：①茅葺き民家の燻煙 (囲炉裏・かまどで火を焚く) ②園内ガイド ③園事業への支援 等 

活動場所：江戸東京たてもの園（東京都小金井市桜町 3-7-1 都立小金井公園内） 

応募資格：平成 31年 4月 1 日時点で満 18歳以上など応募に際し条件があります。 

選考方法：第一次選考は書類選考。第二次選考は面接を実施。 

応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、下記に提出。令和元年 10 月 20日（日）必着。 

問合先・応募用紙送付先： 

〒184-0005 小金井市桜町 3-7-1 江戸東京たてもの園 

ボランティア担当  電話：042-388-3300（代表） 

※詳細はウェブサイトをご覧ください。  

https://www.tatemonoen.jp/about/volunteer_recruit.php  

これまで、小金井ボランティア・市民活動センターが窓口であった「ひきこもり相談」ですが、 

今年度より、小金井市社会福祉協議会内「小金井市自立相談サポートセンター」にて、随時行っていま

す。これまでの専門相談も下記のとおり行っています。詳細につきましてはお問い合わせください。 

 

と き：毎月第 4火曜日 10：30～13：00まで ※要予約、1日 2組まで 

と こ ろ：小金井市社会福祉協議会 2階会議室（小金井市本町 5-36-17） 

対 象：本人及びその家族 

相 談 料：無料 

申込・問合先 ：小金井市自立相談サポートセンター 

      電話：042-386-0295（直通） FAX ：042-386-1294 

      Mail：koganei-jiritsu@joy.ocn.ne.jp 

 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井みんなのサロン・さくら 
 

 何だか気になる あんな事 こんな事 

お茶を飲みながら、もっと気軽にご近所さんと顔見

知りになりませんか？ 

 

と き：毎月第 2土曜日 14:00～16:00 

ところ：エアーズシティ集会所（OK ストア北側）

参加費：100円（お茶とお菓子代） 

主 催：小金井みんなのサロン・さくら 

問合先：090-9204-6264 

     お隣さんカフェ 

 
と き：毎月第 4水曜日 13:30～16：30 

ところ：東町友愛会館 

    1階和室にて 

参加費：100 円 

問合先：☎042-387-5185(武田) 

     たち寄り処「森のこみち」 
 

と き：毎月第 4 木曜日 10：00～15：00 

ところ：本町 4-10-22    

参加費：100円 

問合先：☎042-387-0011 

小金井ボランティア・市民活動センター 

 

ひきこもり当事者が望む支援とは 

地域や家族にできることは？ 

 
 20年以上にわたり、1000人以上のひきこもり当

事者とやり取りをした池上さんの報告を聞いて、

彼らが望む支援について考えてみませんか？ 

 

講 師：池上正樹氏（ジャーナリスト） 

と き：11月10日（日） 

14：00～16：00（開場13：30） 

ところ：前原暫定集会施設A会議室 

（前原町3－33‐28） 

参加費：無料  定員：50名（先着順） 

主 催：KHK（小金井ひきこもり家族会） 

問合先：NPO法人楽の会リーラ 

    電話：03‐5944‐5730 

第 3回 川崎平右衛門研究会 映画上映会 

 
と き：10月 17日（木）18:30～21:15（受付 18:15～）、10月 18日（金）10:00～16:30（受付 9:30～） 

ところ：小金井 宮地楽器ホール 

内 容：17日・映画上映、パネルディスカッション 

    18日・会長講演、令和元年度川崎平右衛門顕彰会・研究会総会、映画上映会・特別講演会、 

パネルディスカッション、懇親会 

参加費：17日 映画：一般 1,000円、障がい者・学生 500円、小学生以下無料 

18日 研究会資料代：一般 1,000円、大学生以下 500円、懇親会 2,000円 

主 催：第 3回 川崎平右衛門研究会実行委員会、川崎平右衛門顕彰会・研究会 

問合先：川崎平右衛門顕彰会・研究会 電話：080-5767-3960／Fax:03-5767-88932／Mail:walk@tbz.t-com.ne.jp 

 

～障害は、社会との係わりの中で発生する～ 

次世代につなぐ福祉のあり方、一緒に考えませんか！ 

天畠大輔さん 講演会 

 

講 師：天畠大輔氏（日本学術振興会特別研究員 PD） 

と き：11月 2日（土）14：00～16：30 

ところ：小金井市商工会館 2階会議室 

テーマ：～発話困難な重度身体障がい者の視点から～ 

    「誰も取り残されないための地域での 

取り組みを考える！」 

会 費：無料  定員：60 名 

申 込：10月 25 日（金）締切 

主 催：情報の交差点チーム 

申込先：FAX：0422‐46‐3665（嶋崎） 

    Mail：kosaten10@gmail.com 

問合先：090‐3205‐0340（松本） 

みんなの居場所 スマイルかふぇ 
 

と き：毎月第 2木曜日 10:00～14:00 

ところ：都営小金井前原 3丁目アパート集会室 

参加費：100 円 

問合先：スマイルかふぇ実行委員会 

     042-381-5081(高橋) 

     042-384-0907(渡邉) 

https://3.bp.blogspot.com/-u0PfxMAHHBA/W1a4jpYKZdI/AAAAAAABNgU/7panSAjEhxgxcW8HIrIJKfF_zGvina-0ACLcBGAs/s800/cafe_osyaberi_woman.png


   

                                             

                                                           

  

              

 

 

令和２年度に協働事業提案制度により実施する事業提案を募集します。 
市と一緒に行いたい事業がある団体は、必ず募集要項を確認のうえ、応募ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《編集者ひとりごと》 

台風 15 号では東京・神奈川・千葉を中心に甚大な被害が発生しました。家屋の損壊の他にも長期間の停電や断

水もあり、日常生活に多大な支障がでています。災害ボランティアセンターが立ち上がり、ボランティアの受け

入れが始まった地域もあります。地域によって「その地域の方」「千葉県内の方」と限定した募集の地域もありま

す。ボランティアを希望する方は、現地社協の HP や SNS などで状況を事前に確認してください。（しまちゃん） 

発行日 令和元年１０月１日 No.４１ 

小金井市市民協働支援センター準備室 発行 

開所時間 ：月 ～ 金 （土・日・祝日休み） 

８：３０  ▶１２：００ 、１３：０0 ▶１７：００ 

電話/FAX：０４２－３８５－７７６７ 

メール：kyodo@ion.ocn.ne.jp 
ブログ：http://blog.livedoor.jp/kyodo184/ 

       
ブログの QR コード 
情報発信中  ⇒ 

 

 

【日本郵便】 
2020年度年賀寄付金 配分申請要領 

 社会貢献事業への配分金申請の公募 
 
助成金：１件あたり 500万円上限、活動・ 

チャレンジプログラムについて 
のみ 50万円 

締 切：11 / 8（金）消印有効 

詳細については日本郵便 HPをご覧ください。 

https://www.post.japanpost.jp/kifu/to

pics/r010902_01.html 

10/18まで 第 15回 TOTO 水環境基金  

10/21まで セブンイレブン記念財団 環境市民活動助成  

10/31まで 楽天 未来のつばさプロジェクト支援事業 2019 

・中央労働金庫 生きるたのしみ、働くよろこび叶えるチカラ中央

ろうきん助成制度  

・損保ジャパン日本興亜環境財団 環境保全プロジェクト助成 

11/5まで 認定まちぽっと 2019 年度草の根助成 

11/30まで ヤマト福祉財団 障がいのある方の幸せ度を高めるために、私たち

にできること 令和２年度障がい者福祉助成金  

詳細は、東京ボランティアセンターホームページにて 
助成金情報 助成金情報一覧 

準備室 コーナー 

事前相談期間：10 / 1（火）～11 / 15（金） ※協働支援センター準備室との事前相談必須です。ご予約下さい。 

提案書提出期間：10 / 1（火）～11 / 29（金） 

応募できる団体：市内に活動拠点をもつ 5 人以上で構成された 1 年以上継続して活動している市民活動団体等 

対 象 事 業：令和 3 年 3 月までに実施する公共的な課題を解決する事業（市の補助は 50 万円まで希望可） 

審 査 方 法：書類審査、公開プレゼンテーション・ヒアリング審査 

募集要項配布場所：10 / 1（火）からコミュニティ文化課（市役所第二庁舎４階）、協働支援センター準備室 

（本町５-36-17 社会福祉協議会内）で配布。市ホームページからもダウンロードできます。 

問 合 先：制度については市コミュニティ文化課 ☎042-387-9923 

事前相談については市民協働支援センター準備室 ☎042-385-7767 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

★協働事業提案制度の成果報告会・相談会を開催します。みなさまのご参加をお待ちしています。 

と き：10 / 7（月）19:30～    ところ：市民会館・萌え木ホール 

定 員：30 人（当日先着順）    問合先：コミュニティ文化課文化推進係（☎042-387-9923） 

 

https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r010902_01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r010902_01.html

