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令和２年３月１４日（土）に宮地楽器ホール及びフェスティバルコートにて開催の準備をして
おりましたが、昨今の新型コロナウイルス」の感染予防対策のため、中止とさせていただきます。
皆様にはご理解をいただきたくお願い申し上げます。

新型コロナウイルスへの対応について
小金井市社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの感染予防に対応するため、本会で実施する令
和２年２月・３月の事業の一部を中止することとなりました。
小金井ボランティア・市民活動センター関連事業（３月分）で中止となった事業は以下の通りです。
・北多摩南部ブロックボランティア担当共催事業
「モット！炊き出しを知ろう TAKIDASHI in 小金井」（令和２年３月８日開催分）
・第９回こがねい市民活動まつり
～まちをより良く変えてくチカラ～（令和２年３月１４日開催分）
今後の事業実施については状況の推移を見守りつつ、検討していきます。皆様のご理解・ご協力を
お願いいたします。

使用済み切手 急募!!
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）

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)

現在加入しているボランティア保険の補償期間は、令和２年３月３１日をもって終了します。
ボランティア保険については昨年度より補償金額及び保険料（掛金）の変更はありません。ボラ
ンティア保険、行事保険ともに年度で申込の様式が変わりますので、令和元年度の用紙では加入手
続きができません。申込手続きには、令和２年度用の用紙をご使用ください。令和２年度ボランテ
ィア保険の受付は、３月２３日（月）より開始いたします。加入申し込み、お問い合わせは当セン
ターへ。なお、次年度の行事保険（当日参加型含む）についても今年度と変わりありません。
※左図がボランティア保険、右図が行事保険の補償内容と保険料となっています。

東京 2020 オリンピック聖火リレー
小金井市 聖火リレーサポーター募集

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：令和 2 年 7 月 15 日（水）午後予定

内

容：①走路管理、観衆・雑踏の整理・
資機材の設置、撤去のサポート

とき・内容：

②場所における運営補助や案内

○子どもたちのお迎え

③各場所における準備業務補助、片付け等

・月～金の下校時間（13～15 時）から 1 時間程

※別途活動説明会（5 月下旬～6 月下旬予定）

・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：15 歳以上日本語できる在留資格ある方
申込み：申込用紙を記入し、郵送／メール／FAX／持参
（用紙は市 HP からダウンロード）
締切り：3 月 31 日（火）必着

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

提出先：〒184－8504 生涯学習課スポーツ振興係
「聖火リレーサポーター担当」
☎042-386-2462

FAX042-383-1133

✉k020299＠koganei-shi.jp

地域のサロン・イベントの開催を中止・延期
現在、新型コロナウィルスの感染拡大の防止という観点から、地域のサロ
ンやイベント等の開催を中止または延期する団体が出ています。定期的に
開催しているイベント・サロンでも同様の対応となっている団体も多くあ
ります。小金井市社会福祉協議会事業「ふれあいいきいきサロン」の登録
団体の皆さまにも、現状をご考慮いただいた上、延期などの判断をご検討
いただいている状況であります。
開催直前に中止または延期の判断がある場合もあります。主催団体へ開
催の可否等について確認をしていただくようお願いいたします。
なお、本号での地域のサロンやイベント情報の掲載はお休みします。ご
理解いただければと思います。

小金井ボランティア・市民活動センターでは、使用済み切手の他にも「ベルマーク」「使
用済み入れ歯」のご寄付をお待ちしています。ベルマークの点数計算はボランティアの方が
行っていますので、点数計算はしないで大丈夫です。入れ歯は金属が使われているものに限
ります。また、入れ歯以外にも金属が使われているブリッジやインレーなど被せ物
も対象となります。汚れを取り、熱湯等で消毒してから寄付をお願いいたします。

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
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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
盲老人ホーム等へ寄付し、施設の整
13：30～15：30
備費に
ベルマーク整理

火（隔週） 13：30～15：30

小物作成
水
10：００～11：30
手芸
金
10：００～11：30
見学も可能です。その際は、事前にお問い合わせください。

市内の教育機関等へ
（※２・４週のみの活動）
当センターにて販売
当センターにて販売

小金井市市民協働支援センター準備室
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発行日 令和２年３月１日
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3 月 14 日（土）協働講演会「ゆるやかな連携～災害時に備えての協働～」

準備室 コーナー

は、コロナウイルス感染予防対応により中止とさせて頂きます。大変残念です
が、ご理解いただけますようお願いいたします。

福祉ＮＰＯ法人連絡会紹介
2001 年 4 月、地域福祉の推進を図ること、団体間の情報交換で活動の活発化を図ること、市民事
業と行政との協議を実現し、市民自治をめざすことを目的として、小金井市内で活動する NPO 法人 5
団体で立ち上げたのが「福祉 NPO 法人連絡会」です。現在、市内の福祉系 NPO 法人 17 団体（高齢
福祉団体、障害福祉団体）が加入しています。主な活動としては、2 か月に 1 度の定例会、NPO の普
及活動などを行っています。NPO に関するご相談は小金井市市民協働支援センター準備室へお願いい
たします。

助成金情報

助成金情報一覧
詳 細 は 、 東 京 ボ ラ ンテ ィ ア セ ン タ ーホームページにて

みずほ教育福祉財団第 18 回「配食用小型電気自動車寄贈事業」
3/23 まで

対

象：高齢者向けに配食サービスを行っている民間団体
詳細は下記 URL よりご確認ください。
助成内容：配食用小型電気自動車 10 台（10 団体予定）
申請方法：①所定の申請書に必要事項を記入の上、都道府県・指定
都市または市区町村社会福祉協議会、あるいは全国職
支援活動協会のいずれかより推薦を受けてください。
②当財団宛て、推薦団体経由または直接、申請書類一式
を送付してください。
締 切：2020 年 6 月 5 日(金)必着
問合先：公益財団法人みずほ教育福祉財団 福祉事業部
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－5
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574
E-mail:FJP36105＠nifty.com
URL:http://www.mizuho-ewf.or.jp/

難民研究フォーラム

2020 年「第 8 回若手難民研究者奨励賞」公募
3/31 まで NPO 法人 MCF

2020 年度ドコモ市民活動団体助成事業
3/31 まで NHK 厚生文化事業団

わかば基金
4/17 まで

第一生命保険株式会社

第 72 回 保健文化賞
4/28 まで

一般社団法人東京キワニスクラブ

東京キワニスクラブ青少年教育賞
5/18 まで

オラクル有志の会

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと NPO 法人の活動支援
5/22 まで

みずほ教育福祉財団

第 37 回 老後を豊かにするボランティ
ア活動資金助成事業

《編集者ひとりごと》

今、一番関心を持っていることは新型コロナウイルスによる肺炎です。感染力が強いウイルスですね。これ
に対し、自分の一つ一つ行動を見直し、予防することが大事です。きちんとマスクをつけて、こまめな手洗い
をして、十分な休養を取って、なるべく人混みを避けることなどに注意したほうがいいと思います。そこで、
みんなの無事を祈っております。
（黄）

