
   

       
                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

 

 

 

 

                                     

発行日 令和２年１月１日 No.３９１ 

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：T E L 042-387-0011 

F A X 042-386-1294 

メール：vc-koganei@circus.ocn.ne.jp 

U R L： 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!!   

 

  

 

令和元年１２月２８日（土）から令和２年１月５日（日）まで 

※上記の期間は社会福祉協議会全体が休みとなります皆様にはご不便おかけいたしますが、よろしくお願

いいたします。※にし地域包括支援センターは１２月２９日（日）～１月３日（金）は閉所。 

 

 ひきこもりに対する理解を深め、ひきこもりの方やその家族の支え手として、地域で出来る事を

考えます。 

と き：①2月15日(土) ②2月22日(土) ③3月7日(土) 14：00～16：00 

ところ：前原暫定集会施設A会議室   

講 師 ：①福井里江 氏(東京学芸大学教育心理学講座准教授) 

    ②市川乙充 氏(NPO法人楽の会リーラ事務局長) 

    ③坂本凌雲 氏(ひきこもりプレイス多摩代表) 

対 象：市内在住、在勤のひきこもりに関心のある方 

定 員：30名（申込順）     

参加費：無料 

申 込：1月15日より電話、メール、または直接小金井市社会福祉協議会TEL042-（386）0294まで、

メール： k-chiiki-co@ace.ocn.ne.jp 

その他： 申込するにあたって特別な配慮が必要な方はご相談ください。 
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日本語が苦手な小学生のための勉強サポート会 

学校の勉強で難しいなと思うところをお手伝いします。みんなで楽しく学びましょう。 

 

と き：1月15日(水)、2月12日(水)、3月11日(水)いずれも16：00～18：00  

ところ：学芸大学コミュニティセンター  

〒184-8501小金井市貫井北町4‐1‐1（「学芸大グランド門 」信号横のローソン隣）  

持ち物：教科書、ノート、宿題、筆記用具（鉛筆、消しゴム、定規） 

先 生：KISSAスタッフ、学芸大学の学生  

対 象：日本語の苦手な小学生、または6～12歳 

その他：保護者の方による送り迎えをお願いします  

最初に面談をしますので保護者の方も同伴してください（要予約）。 

また、保護者の方は教室にとどまり、授業の見学やスタッフへの相談が可能です。 

連絡先：042-386-0294（※9：00～15：00、日本語のみ、小金井市社会福祉協議会）  

連絡先：080-3340-5109（※15：00～18：00、日本語・英語のみ）  

主 催：小金井国際支援協会 Koganei International Support Service Association（KISSA)  

 

※小金井国際支援協会（KISSA）ではボランティアを募集しています。外国人支援のボランティアに

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・会費無料です。 

問合先：社会福祉協議会地域福祉係 電話：042-386-0294  

    こげら会 運転ボランティア募集 

 

空いている日だけ… この時間だけ… 大歓迎です！ 

子どもと関わることが好きな方大募集！ 

 

とき・内容： 

○子どもたちのお迎え 

平日（月～金） 下校時間（13～15 時）から 1 時間程 

休日（土・祝日、長期休み）13 時から 1 時間程度 

○子どもたちの送り 

平日（月～金） 18 時から 1 時間程 

休日（土・祝日、長期休み）17 時から 1 時間程 

応募資格：普通運転免許をお持ちの方 

     ８人乗り乗用車の運転経験がある方 

連絡先 ：☎042-349-6970 

     ✉viibo2508@kogera.jp 

 車での送迎ボランティア募集 

 

「こども食堂」に車で送迎してくださる方を探

しています 

 

と き：第２火曜日と第４火曜日 

（祝日の都合で変更あり） 

内 容：○17：30 の迎え。前原町の子ども 

（3 人）の自宅から東町の会場へ。 

○19：30 の送り。東町の会場から 

前原町の子ども（3 人）の自宅へ。 

連絡先：「なないろ」担当：可知（かち） 

電話：090-8496-8253 

 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

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 

 

パソコンご寄贈ください 

 
ご寄贈いただいたパソコンは福祉的に活用致します。 

○本体・モニターは動作を問わず対象 

(ブラウン管モニター、マウス、キーボードは不可)

○内部データは国際基準(NSA方式)に基づき完全消去致   

します。 

 

と   き：平日9：00～17：00 

持ち込み先：にこにこファクトリー 

      (就労継続支援B型事業所) 

      小金井市本町1-14-15 

 

主   催：一般社団法人にこにこ 

にこにこファクトリー 

問 合 せ 先：℡ 042-401-2556 

ゆるスポ ＤｅＣ  体験教室 

 
ゆるスポ DeC とは、障害の有無に関わらず誰でも一緒に遊べて楽しめるスポーツの開発を目指したプロ

ジェクトです。本体験教室は小学生以上の方ならどなたでも参加できます。ボランティアも募集中！ 

 

と き：1月 11日(土)、2月 8日(土)  13：30～15：30(受付 13：00～)   

と こ ろ：都立小金井特別支援学校 体育館（桜町 2-1-14）※武蔵小金井駅発着送迎バスあり（要予約）    

参 加 費：無料  申込方法：電話・FAX・郵送・インターネットにて事前申込。先着順。定員：30名    

持 ち 物：動きやすい服装、室内用シューズ、飲み物   主催：東京都   

事業実施：公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 都立学校活用促進担当 

及び申込先 〒160-0007 東京都新宿区荒木町 13-4 住友不動産四谷ビル 

     電話：03-6804-5636 FAX：03-6380-4877 HP：https://www.tef.or.jp/school/   

    

 

NPO 小金井環境ネットワーク 

「緑と水の森林ファンド」助成事業 

みんなで つむつむ 
 

10000 個のつみきで遊ぼう! 

 

と  き：令和 2年 1月 11 日(土) 

と こ ろ：小金井市東児童館(遊戯室) 

    小金井市東町 4‐25‐7 

参加費：無料 

申込み：不要 

主  催：NPO小金井環境ネットワーク 

協  力：小金井市東児童館、NPO緑のダム北相模 

    アトリエネット 

連絡先：042-301-8199(アトリエネット) 

 

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


   

                                                           

  

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《編集者ひとりごと》 

皆様、今年もよろしくお願いいたします。 
寒いですが、クリスマスやお正月があるので、なんだか一年で一番暖かい時期だと思います。今年の願いは

雪を安全に体験することです。昨年、東京に来て人生初の雪を見ましたが、すべって転んでしまいました。今
年は万全の準備をして、きれいな雪を楽しみたいと思います！（黄） 
 

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  ⇒ 

 

 

ボランティア・市民活動支援総合基金｢ゆめ応援ファンド｣助成金 

 

対 象：活動エリアが都内のボランティア・市民活動団体、もしくはこれを推

進している民間非営利団体が行う事業（学習会・研修会、調査研究、

器具器材の開発・購入、活動の啓発、団体による先駆的・モデル的事

業等）※今回は特に当事者グループ・セルフヘルプグループなど、同

じ経験や体験のある者同士の会の活動やつどいの実施等を助成対象の

重点とします。 

 助成金：単年度助成（2020年 4月 1日～2021年 3月 31日）1件につき 50万

円以内、継続助成(～2023 年 3月 31日の 3年間※先駆的・モデル的事

業のみ）1年につき 50万円以内 

締 切：2020年 1月 31日(金)17 時 消印有効 

申込先：東京ボランティア・市民活動センター ゆめ応援ファンド助成係 

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１ 

電話：03-3235-1171／FAX：03-3235-0050 

ホームページ：http://www.tvac.or.jp/ 

1/20まで 公財 東急財団  

「多摩川の未来、一緒につくりませんか？」 

1/31まで 日本生活協同組合連合会  

「地域ささえあい助成」 

1/31まで 一般財団法人タチバナ財団 

 障害者支援の助成 

2/3まで一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト  

「ネオニコチノイド系農薬に関する企画」 

2/29まで 冠婚葬祭文化振興財団  

「第 21 回社会貢献基金助成公募」 

随時募集 株式会社ラッシュジャパン  

「社会課題の支援」 

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 

 小金井市市民協働支援センター準備室では、先月「こがねい市民活動団体リスト（以下リスト）」の内容

更新を大幅に行いました。リスト最新号を発行し、PDF 形式のものを小金井市ホームページ上で公開して

います。市内の公共施設（図書館、公民館各館、集会施設など）で配布もしています。是非、ご活用くだ

さい。 

【 リスト検索の方法 】 

小金井市役所ホームページトップ画面「生活場面から探す」の「学ぶ・参加・協働する」をクリックする

と、記事一覧の中に「こがねい市民活動団体リスト（令和元年１２月 1 日更新版）」があります。ここをク

リックし、ダウンロードすることができます。また、新たに登録を希望する場合は、同ページの登録用紙

word 形式のもダウンロードしご記入後、弊室にてご登録ください。 

こがねい市民団体活動リスト最新版について 

 

発行日 令和２年１月１日 No.４４ 


