
   

       
                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

 

 

 

 

                                     

発行日 令和元年１１月１日 No.３８９ 

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 急募!! 

 

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 急募!!   

 

  

 

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：11 月５日（火）14：00～15：30※上記日程は定例会開催日です。  

ところ：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 

台風 19 号により関東甲信越・東北地方などで河川の氾濫や浸水、土砂災害、家屋の破損など

甚大な被害が発生しています。14 都県 391 区市町村に災害救助法が適用されています。被害に

遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

小金井市では目立った被害はなかったものの、都内でも被害がでており、東京都と東京ボラ

ンティア・市民活動センターにより、10 月 15 日より東京都災害ボランティアセンターを設置

され、被害状況の把握・情報収集等を行っています。また、同じブロックである調布市、狛江

市でも災害ボランティアセンターが立ち上がりました。両市へは小金井社協からも職員を派遣

し、災害ボランティアセンターの運営に携わりました。今後もさまざまな場面で協力できるよ

うに調整したいと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例のチャリティバザー。今年度も開催します。みなさま、ぜひお越しください！ 

 

と  き：令和元年 11月 30日(土) 10：00～14：00 

と こ ろ：小金井市社会福祉協議会 

取 扱 品：新品・未使用品のタオル、衣類、日用雑貨、食器、食品、 

台所用品、 手芸品、文具など  

取扱なし：古品、家具、本、電化製品、鞄、靴、布、毛糸、 

人形、座布団など  

受付期間：11 月 11日(月)～11月 27日(水) 8:30～17:00  

社会福祉協議会まで（土日祝日を除く）  

     ※ 事前にご連絡いただければ、11/28(木)午前中に回収いたします。  

問 合 先：小金井市社会福祉協議会 小金井市本町 5-36-17 

     TEL:042-387-0011 

小金井ボランティア・市民活動センター 作業ボランティア募集 
 

社会福祉協議会 2 階のボランティア活動室では、下記の作業ボランティアを募集しています。 

活動の申し込み、相談は小金井ボランティア・市民活動センター（☎：042-387-0011）へ 

活 動 内 容 曜 日 時 間 目 的 

使用済み切手整理 月・木 10：00～11：30 

13：30～15：30 

盲老人ホーム等へ寄付し、施設で活

用 

ベルマーク整理 火（隔週） 13：30～15：30 市内の教育機関等へ 

（※２・４週のみの活動） 

小物作成 水 10：００～11：30 当センターにて販売 

手芸 金 10：００～11：30 当センターにて販売 

編み物 金 13：３０～15：30 当センターにて販売 

活動が不定期もしくはお休みの場合もありますのでご了承ください。事前にお問い合わせください。 

     翁味会（おうみかい）会員募集 

 

 料理に関心のある方、料理をこれからやりたい

方、新しい友達を作りたい方、ぜひご参加しませ

んか？３０年の歴史のある「高齢男性の料理会」

です。料理以外にも親睦会などのイベントも盛り

だくさんです。 

 

活動日：原則土曜日午前中（月１回） 

ところ：緑センター 

会 費：6,000 円（半年） 

問合先：電話：090-7704-3932（シマダ） 

     小金井地域ボランティアの会会員募集 

 

地域ボランティアの会では、一人ぐらし高齢

者のお手伝いをする会員を募集します。活動内

容はひとり暮らし、また、昼間だけひとり暮ら

しになってしまう高齢者の話し相手を中心に、

簡単なお手伝いを行っています。 

 

問合先：小金井ボランティア･市民活動センター 

電話：042-387-0011 

 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

～イベント情報など～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

子育て協働フォーラム 

 
   最新の子育て支援を知るチャンス！ 

 

と  き：11月22日(金) 10：00～17：00 

午 前 ：『みんなの得意を集める子育て』(講演) 

    『社会全体で行う子育て』(パネルディス

カッション) 

午 後 ： グループワーク・名刺交換会 

 

と こ ろ：東京ウィメンズプラザ(表参道駅徒歩7分) 

参 加 費：無料 

主  催：子育て応援とうきょう会議 

申 込 先：https://forum2019.kosodateswitch.jp/ 

問 合 先：03-6264-8577(営業時間10：00～18：00) 

 

ティーンズのママかふぇ 

 
思春期だからとあきらめていませんか？安心スペースでおいしいお菓子を食べながら、「困っていること」を

おしゃべりしましょう！「親業（おやぎょう）」でヒントが見つかるかも!! 
 
と き：11月 12日、12月 17日 ※以降も毎月 1回開催 
    いずれも火曜日、10：00～12：00 
ところ：スペースひなた（武蔵小金井駅徒歩 10分）※お申し込みの方に地図を送付いたします。 
参加費：各回 1,000円   定員：6名   申込： 
進行：竹澤千穂（親業訓練親業インストラクター） 主催：ハッピーリレーションシップ 
申込・問合先：090-1451-8435  ✉oyagyo.takezawa@gmail.com （竹澤） 

はけが舞台の短編映画『お母さんに返しといて』 

上映会＆ロケ地ツアー[秋]編 

 

と き：11月 24 日(日)30 日(土)※同内容 

上映会 10：00～10：30 

ロケ地ツアー 10：30～12：00 

と こ ろ：上映会・ロケ地ツアー出発 

     …小金井市公民館東分館 

    ロケ地ツアー解散 

     …武蔵野公園の小金井新橋 

参 加 費：無料 

定 員：上映会 各回 50 名(申込不要) 

   ツアー 各回 12名(要事前申込・先着順) 

主 催：こがねいロケよび隊 

申込先・問合先：

https://koganeilocation.jimdo.com/ 

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》 

日本シリーズも終わりました。この時期になると「引退」「退団」「構想外」の文字を新聞で目にします。私が特

に応援していた選手が今季限りで引退します。2016 年に胃がんが見つかり手術。1 軍復帰に向けて練習を重ね

ていました。１軍復帰が実現することはありませんでしたが、復帰に向けての努力は今までの練習の何倍も何十

倍も大変だったと思います。赤松選手、お疲れさまでした。引退しても応援し続けます！  （しまちゃん） 

発行日 令和元年１１月１日 No.４２ 

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  ⇒ 

 

 

【公財 公益推進協会】 

こどもオポチュニティーズクラブ基金 
 
対象：恵まれない子どもに対する食事支援
活動、学習支援活動を行う団体・個人 

 
助成金：月２回以上実施団体は 
    １件あたり２０万円以内 
 
締 切：11月 28日(木) 消印有効 

詳細については公益推進協会の HPをご覧ください。 

https://kosuikyo.com/ 

11/15まで セブンイレブン記念財団  

環境市民活動助成・活動助成・NPO自立強化助成 

11/25まで 大阪コミュニティ財団 2020 年度助成募集 

11/30まで ヤマト福祉財団 令和２年度 障がい者福祉助成金 

12/4  まで 公財 電通育英会 学生対象 次世代リーダー育成活動助成事

業募集 

12/10 まで 下中記念財団事務局 (令和元年度)下中科学研究所応募要領 

12/15 まで さわやか福祉財団 「連合・愛のカンパ」団体立ち上げ・新規

事業立ち上げのための準備金支援  

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 


