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市内を拠点とし、高齢者、障がい者、子育て中の親子などの閉じこもり・孤立予防、仲間づくりや地域の見
守りを目的としたサロンづくりを応援します。
これから立ち上げる方、すでに活動を始められている団体もお気軽にご相談ください。詳しくは下記まで。
［対象］市内を拠点とし、原則月１回以上の活動を行っているふれあい・いきいきサロン登録団体。
［受付］小金井市社会福祉協議会地域福祉係にて随時(毎月１０日締め、翌月支給)
※サロン助成事業は予算の範囲内での支給となります。

助成対象経費
立ち上げ経費

助成限度額
１拠点につき

内

容

サロン活動を開始するための経費。

１５,０００円
１回 １,０００円

会場借用料

地域福祉係 電話：042-386-0294

サロンの会場を借り上げるための経費。
会場に定められた借用料が設定されている場合は、上限額内で実費

１回 １,５００円

分を助成する。ただし月１回を限度とする。

（自宅開放型）

活動費

１回 １,０００円

サロン実施時の経費。ただし月２回を限度とし、飲食に係る経費は
除くこととする。

小金井市社会福祉協議会では、行政と連携を取りながら新型コロナウイルス対策を講じています。ご不便を
おかけする事もあるかと思いますが、何卒ご理解いただきたいと思います。

使用済み切手
使用済み切手
急募!!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。
※社協では使用済み切手の他、
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）を
集めています。ご協力お願いいたします。

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。

ボランティア活動をする方に「ボランティア保険」へのご加入、行事を行う団体へは「行事保険」
を勧めています。両保険とも、当センターの窓口で加入できます。
ボランティア保険は、ボランティアを定期的に行っている方や、今後活動する方、被災地でボラ
ンティアを希望する方などが加入しています。受付の際に必要な物は、①保険申込票 ②保険料 ③
加入者全員の氏名・住所・電話番号が入った名簿３部 となっています。保険料の支払いは現金・
払込の対応となっています。
（払込用紙は窓口にございます。）
行事保険は、市民活動の一環として行事を主催する団体が加入できます。受付の際に必要な物は
①加入申込票 ②払込用紙（行事保険は事前の払込が必須） ③名簿（１日行事の場合は提出不要
ですが、事故発生時に必要となりますので、必ず備えてください）となっています。また、１枚の
用紙で１ケ月分の行事の記載をお願いします。なお、一度に複数月の加入を希望される場合には、
最大で申込日から 3 ヶ月先の末日までに開催される行事を申し込む事が可能です。
なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、行事を中止した場合には、送金手数料を差引いた金
額が返金されます。加入者証下段の払戻依頼の欄に必要事項を記載の上、東京都社会福祉協議会へ
FAX（03-3268-2148）してください。延期となった場合、延期日が確定しており同一内容で再
度開催をする際は、加入者証の日付を訂正の上、東京福祉企画に FAX（03-3268-8832）してく
ださい。
ボランティア保険及び行事保険の詳細については、下記窓口へお問い合わせを
お願いいたします。
・東京都社会福祉協議会 福祉部経営支援担当 電話：03-3268-7232
・東京都社会福祉協議会指定代理店
有限会社 東京福祉企画 電話：03-3268-0910

小金井市対面朗読の会
視覚障がい者のみなさま、ぜひご利用

NPO 法人東京多摩いのちの電話
第３７期電話相談員を募集しています
｢東京多摩いのちの電話｣は、命をつなぐ、気持ちをつな

ください。

ぐ、明日へつなぐ

音訳・対面朗読活動

の志のもと、日本における｢いのちの電

○声の雑誌「こだま」の発行

話｣のひとつとして、1985 年の開局以来電話相談を受け、

○声の広報・声の会議だより作成

活動に取り組んでいます。電話相談員を志す方は、養成研

○視覚障がい者の方への対面朗読

修を受講することが必要です。

（図書館対面朗読室にて）

○募集期間：7 月 11 日（土）まで

○録音図書の作成

○募集条件：2020 年 9 月 1 日現在で 23 歳～65 歳の方

（個人からの依頼もお受けします）
お問い合わせ
声の雑誌「こだま」→ 小金井市対面朗読の会
伊藤 ☎ 090-6449-8631
声の広報
→ 小金井市広報秘書課広報係
☎ 042-387-9803
声の会議だより → 小金井市議会事務局
☎ 042-387-9947
対面朗読・録音図書 →小金井市図書館ハンディ
キャップサービス担当
☎

042-383-1138 集

○研修内容：
前期研修

2020 年 9 月～2021 年 8 月

講義、体験学習（グループ演習・ロールプレイ）など
後期研修

2021 年 9 月～2022 年 3 月

インターンシップ、講義、ロールプレイなど（研修有料）
○問 合 せ ：☎042-328-4441

Fax 042-328-4440

http://www.tamainochi.com

「こども食堂」に車で送迎してくださる
方を探しています
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、ボランティアの受け入れや活動を一旦休止している場合が
あります。活動の可否の確認は事前に受け入れ先に問い合わせてください。
と き：第２火曜日と第４火曜日
（祝日の都合で変更あり）

サロンやイベントの中止・延期について
新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大防止という観点から、多くのイ
ベントが中止・延期となっています。現状、収束の目処が立たず、感染も拡大
している状況が続いているため、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、ご考慮いただいた上、延期などの判
断をしていただいています。
開催予定だったイベントやサロンも直前で、中止または延期の判断がある場
合があります。開催については主催団体へ確認をしていただくようお願いいた
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

Ａ1（1 枚）
ポスター
（1m あたり）

横断幕

Ａ2（1 枚）

\1,000

￥500

\600

\400

イベントで使っていただくと目立ちます。

ボランティアグループ・NPO対象の相談＆講座

ひとり親ホームヘルパー
募集しています

東京ボランティア・市民活動センター（TVAC）は
ボランティアグループ（任意団体）やセルフヘルプグルー
プの設立・運営相談、NPO法人の立ち上げ・運営にまつわ
るご相談に、年間約11,700件対応しています。また、専
門家を迎えた講座等も開催しております。
ご質問や参加申込等、どうぞお気軽にご連絡ください。
申込・問合先：東京ボランティア・市民活動センター
H P： http://www.tvac.or.jp
電 話：03-3235-1171
F A X：03-3235-0050
メール：center@tvac.or.jp
住 所：〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
セントラルプラザ10F
開館時間 ： 火～土 9：00～21：00、
日
9：00～17：00 ※月・祝休

ヘルパーの資格をお持ちの方、資格は持
っていないけど子育て経験をお持ちの
方、ぜひ、お力をお貸しください！！
○ひとり親家庭の家事や育児のお手伝い
をします
○地域でひとり親家庭を応援する、小金
井市から委託されたひとり親家庭支援
事業です
問合せ
◆NPO 法人パーソナルケアサービス
小金井かいわい
住所：小金井市東町 4-37-23
☎ 042-388-8282
◆小金井市子育て支援課子育て支援係
住所：小金井市本町 6-6-3
☎ 042-387-9836

小金井市市民協働支援センター準備室
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準備室 コーナ

市民協働支援センター準備室について

ー

小金井市市民協働支援センター準備室では、担当者２名が交替で、
市民協働や市民活動に関して幅広い活動をしています。
主な活動内容としては、
１）市民の皆様の相談窓口
２）協働のコーディネーション
３）情報の収集・発信
４）行事への参加・協力
５）市民活動団体リストの作成・管理 などがあります。

助成金情報
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」
対

象：高齢者を主な対象として活動するボランティアグルー
プおよび地域共生社会の実現につながる活動を行っ
ている高齢者中心のボランティアグループ
詳細な要件は HP よりご確認ください。

助成内容：1 グループにつき 10 万円を上限に、希望内容を踏ま
え、選考委員会にて用具・機器の品目および助成金額
を決定（110 グループ予定）
申請方法：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の推薦を受け、当
財団に直接郵送（申請書は HP で）
締 切：2020 年 5 月 22 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
https://www.mizuho-ewf.or.jp

助成金情報一覧
詳細は、東京ボランティア・市民活動センター
ホームページにて
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
4/17～5/18 アーツカウンシル東京

東京地域芸術文化助成（2 次募集）
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
5/31 まで ニッセイ財団

高齢社会助成―共に生きる地域コミュニテ
ィづくりー
5/31 まで 日本生命財団

高齢社会助成 募集
6/5 まで 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

《編集者ひとりごと》

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2 月末から 3 月にかけてイベントが軒並み中止となっています。
「こんなにも簡単に日常生活が崩れてしまうんだな」と思いました。震災や豪雨被害の時も同じ感覚を持ちま
した。
「一晩で」
「数時間で」
「一瞬で」簡単に日常が失われます。皆さんにとって大切な日常をいかに早く取り
戻すか。取り戻すために何ができるのかを考えたいと思います。体調にはお気をつけください。
（しまちゃん）

