
   

       
                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

 

 

 

 

                                     

発行日 令和２年２月１日 No.３９２ 

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!!   

 

  

 

＊ 協働講演会「ゆるやかな連携～災害時に備えての協働～」（小金井ＮＰＯ法人連絡会) 

＊ 映画「モルゲン、明日」上映（こがねい市民発電、小金井市放射能測定運営連絡協議会） 

＊ 親子で学べる防災体験（小金井消防署）  

＊ターゲット・バードゴルフ体験(小金井ターゲット・バードゴルフ協会) 

＊パラリンピック公式競技「ボッチャ」体験（ボッチャの輪つくろう会小金井市部どこでもボッチャ隊） 

＊ 子ども用品交換会（のびのび子育て）  

＊飲食・物販 など 

☆謎解きチャレンジ開催！景品はお楽しみに！  

企画実行：第９回こがねい市民活動まつり実行委員会 

共  催：小金井ＮＰＯ法人連絡会、小金井市、小金井市市民協働支援センター準備室、 

小金井ボランティア・市民活動センター 

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 

※このイベントは歳末たすけあい募金の配分金で実施しています。 

 

日  時：３月１４日(土)１０：００～１６：００ 

会  場：小金井 宮地楽器ホール（小ホール・マルチパーパススペース）、フェスティバルコート 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ1（1 枚） Ａ2（1 枚） 

ポスター 
（1m あたり） 

\1,000 ￥500 

横断幕 \600 \400 

 

 

とき：２月２１日（金）１４時〜１６時 

会場：市民会館・萌え木ホール （商工会館３階）  

内容：講演会など  

講師：高森信子さん（家族SST リーダー）  

定員：８０人（申込順）  

申込：電話または直接、小金井ボランティア・市民活動センター 

☎０４２−３８７−００１１） 

     ケアタウン小平 ボランティア講座 

 

在宅で、利用者・家族の「その人らしさ」を支えるた

め、ボランティアを含めた多職種チームケア 

(ホスピスケア)を行っています。 

 

と き：2 月 16 日（日）１３：30～１７：００ 

ところ：ケアタウン小平デイサービスセンター 

（小平市御幸町 131-5 1 階） 

内 容：①ケアタウン小平の理念・活動について  

②傾聴、行動と感情の関係について  

③ボランティアからのメッセージ 

※講座受講→後日面談→活動参加（4 月以降） 

主 催：ＮＰＯ法人コミュニティケアリンク東京 

担当：中川 

電話：042-321-5985 ／ FAX：042-321-5982 

 車で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 

・月～金の下校時間（13～15 時）から 1 時間程 

・土・祝日、長期休みは 13 時から 1 時間程度 

○子どもたちの送り 

月～金は 18 時から 1 時間程 

土・祝日、長期休みは１7 時から 1 時 

応募資格：普通運転免許をお持ちの方で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 

 

講座のタイトルや催し事のポスターに、拡大印刷機を利用してみませんか？ 

ぜひご相談ください。お問い合わせは小金井ボランティア・市民活動センター（☎042-387-0011）へ 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

東京ホームタウン大学 

 

私のまち「東京」で、豊かに生きるには？ 今年も 1日限りの「大学」を開校します。 

 

と   き：令和 2年 2月 20日（木）13：30～20：30 

と こ ろ：東京大学 伊藤国際学術センター「本郷三丁目駅」徒歩 6～8分 

講  師：田中 滋  氏（埼玉県立大学理事長・慶応義塾大学名誉教授） 

       安藤 哲也 氏（ライフシフト・ジャパン ファウンダー代表理事 他） 

参 加 費：無料 

申 込 先：ホームページ https://hometown.metro.tokyo.jp/からイベントのページにアクセス 

主 催：東京都福祉保健局  

問合せ先：「東京ホームタウンプロジェクト」事務局 認定 NPO法人サービスグラウンド 

℡ 03-6419-4021 E-mail tokyo@servicegrant.or.jp 

 

 

児童虐待・子どもへの暴力防止フォーラム 

児童虐待や子どもへの暴力をなくすために 
 

児童虐待防止に取り組む NPO の活動と有識者による講

演・ディスカッションを通じて児童虐待や子どもへの暴

力について考える 

 

と  き：令和 2 年 2月 29 日(土) 

    13：30～17：15 

と こ ろ：TKP御茶ノ水カンファレンスセンターホール２

A(東京都千代田区神田駿河台 4-3 新お茶の水ビルディ

ング 

参 加 費 ：無料 

申込先：ホームページから https://www.mcfund.or.jp/ 

主 催・ 

問合せ先：NPO法人モバイル・コミュニケーション・ 

ファンド（MCF）事務局 ℡03-3509-7651 

 

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


   

                                             

                                                           

  

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《編集者ひとりごと》 

今年はオリンピック・パラリンピックが開催されます。昨年のラグビーのように脚光が当たる競技が出て欲
しいですね。ルールは詳しくないですが、テレビ中継の中でラグビーのルールを解説してくれるので分かりや
すいなと思いました。どなたでも参加できて楽しめるスポーツがどんどん増えるといいなと思いました。あ、
2 月 1 日はプロ野球のキャンプインですね。ケガなく開幕を迎えて欲しいです。    （しまちゃん） 

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  ⇒ 

 

 

2020 年度助成分「多摩地域市民活動公募助成」のご案内 

 

対 象：「東京都多摩地域」における市民活動団体のプロジェクト  

    詳細は下記 URLよりご確認ください。 

助成金：1プロジェクトあたり助成上限金額 50万円  

締 切：2020年 2月 28日(金)消印有効※郵送に限定。申請書持込不可。 

対象期間：2020年 4 月 1日（水）～2021年 3月 31日（水） 

（ただし、2020年 5月末までに完了する事業は助成対象外） 

問合先：真如苑「Shinjoプロジェクト」市民活動公募助成事務局 

    〒540-0012 大阪市中央区谷町2－2－20、2F  

大阪ボランティア協会気付 

TEL:06－6809－4901 担当：椋木(むくのき) 

FAX:06－6809－4901  / E-mail:shinjo-pj@osakavol.org  

URL:http://shinjo-project.jp/ 

2/29まで 公財 洲崎福祉財団 

障害児・者に対する自立支援活動への一般助成 

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」 

3/2まで 東急株式会社  

「東急子ども応援プログラム」 

3/31まで 公財 東京都公園協会 

「緑と水」の普及啓発に寄与した作品を募集 

6/30まで 国立青少年教育振興機構 

子どもゆめ基金 

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 

小金井市内で活動する様々な団体がゆるやかにつながった時、その先にあるものは・・・！ 

その可能性と協働についてさぐります。 

と き：令和 2 年 3 月 14 日（土）12:45～14:15 

ところ：小金井 宮地楽器ホール 小ホール（小金井市本町 6-14-45）JR 武蔵小金井駅 南口駅前 

講 師：東京災害ボランティアネットワーク 福田信章さん 

参加費：無料   申込：不要 

主 催：小金井 NPO 法人連絡会、小金井市 

問合先：小金井ボランティア・市民活動センター（小金井市本町 5-36-17） 

      TEL:042-387-0011 FAX:042-386-1294 8：30～17：00（土・日・祝日休） 

 

「第 9回こがねい市民活動まつり」の中で行います。当日は展示や販売など様々な催し物も 

行われます。他のブースもお楽しみください。 

 

 

  

協働講演会「ゆるやかな連携～災害時に備えての協働～ 

発行日 令和２年２月１日 No.４５ 


