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自立した市民社会の創造に向けて、幅広い分野の市民活動を応援することを目的とした助成事業「さくらフ
ァンド」のご応募お待ちしています。この事業は「歳末たすけあい運動」による募金を財源に実施しています。
対象団体：市内で活動する市民団体（ＮＰＯ法人もしくは任意団体）
対象事業：①福祉、環境、国際協力、まちづくり、教育等の公益的活動
②活動を通して社会によい効果をもたらすと同時に、活動者自身の学びになるもの。
※飲食費及び役員人件費は対象外。
※同一もしくは近似している事業の申請は３回まで可能です。
助 成 額：1 団体につき、上限 10 万円※総額１００万円までとし、審査会で決定します。
申請期間：令和 2 年５月１日（金）～５月２９日（金）
・所定の申請書に必要事項を記入し、直接センターへ持参してください。
・開所時間は土日祝日をのぞく 8：30～17：00
申請様式：センター窓口で配布。また、ホームページからダウンロード（Excel・PDF）が可能。
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

FAX：042-386-1294

URL：http://kvac.jp/

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。

4 月 7 日、新型コロナウイルス感染拡大への対策として、緊急事態宣言が宣言されました。皆様の生活に
も多くの影響が出ていると思います。早く収束に向かってもらいたいものです。新型コロナウイルスの関係
で市民活動・ボランティア活動を行っている皆様におかれましては、2 月中頃から様々なボランティア活動
が中止・延期となり、活動ができない方も多くいると思います。そこで、今回は「自宅でできるボランティ
ア」と「新型コロナウイルス予防対策」をご紹介できればと思います。

収集ボランティア
小金井ボランティア・市民活動センターでは下記の物品
を集めています。ご自宅に眠っているものがありましたら
ぜひご寄付ください。
・使用済み切手
…切手収集家などが買い取ることで、寄付先の収入に
つながります。
・ベルマーク
…ベルマークについている点数によって、様々なものを
購入できます。※ベルマークの点数を活用できるのは
教育関係団体に限られます。私どもでは、寄付いただ
いたベルマークの点数を集計し、集めたものを市内の
教育機関に寄贈しています。
・不要入れ歯
…金属が使われている入れ歯を回収しています。

特技を生かしたボランティア
・編み物ボランティア
世界の子供たちへ編み物作品を贈ろう。
（公 益 財 団 法 人 日 本 手 芸 普 及 協 会 ・
編み物ボランティア係）

・絵手紙ボランティア
病院や施設にお送りする・一人住まいの
お年寄りへのお弁当に添えてお渡しする
など、温かい絵手紙が喜ばれています。
（日本絵手紙協会「絵手紙ボランティア部」
）

・その他、皆さんが仕事などで培ってきた
経験を生かしたボランティア（語学、PC
関係など）

新型コロナウイルス予防対策
(1)手洗い：ドアノブなど様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性が
あります。石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行います。
(2)普段の健康管理：普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。
(3)適度な湿度を保つ：空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では
加湿器などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ちます。
(4)できる限り混雑した場所を避ける
(5)屋内でお互いの距離を十分に確保
（厚生労働省）

ケアこげら ボランティアの案内
こげら会では以下の事業でボランティアを募集していますので、是非ご参加下さい。
●児童発達センター ぽこあぽこ・びぃぼ
種
別：放課後等デイサービス事業所 利 用 者 ：心身に障害を持った小学生～高校生
日
時：月～金曜日…下校後～6 時／土曜・祝日…午後 1 時～6 時
募集対象：18 歳以上（高校生不可）
内
容：創作活動や音楽活動・集団活動・遊びを通じて利用者の成長の手伝いをしています
場
所：ぽこあぽこ 武蔵野市境 2-4-3 スヤマ武蔵野１F
びぃぼ
小金井市貫井北町 1-6-22 日興ビル小金井１F

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。

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、中止や延期などの判断をしていただいています。開催予定の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？イベント実施の際には
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

Ａ2（1 枚）

\1,000

￥500

\600

\400

（1m あたり）

横断幕

イベントで使っていただくと目立ちます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた
NPO法人向けの「運営」に関する支援情報
新型コロナウイルスの感染拡大により、団体の運営に影響を受けているNPO法人向けに、現在下記の「法
人運営」に関する支援策等が発表されています。私どもとしましても感染拡大の防止に努めながら、1日も
早い事態の収束を願うとともに、引き続き関連情報を収集し、本サイトでお伝えしていく予定です。
●新型コロナウイルス感染症に関わる情報・支援策等(事業所向け)
・厚 生 労 働 省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・経 済 産 業 省：https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
・東

京

都：https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

●すべての NPO 法人の皆様へ (NPO 法人の運営等に関わる情報)
・内

閣

府：https://www.npo-homepage.go.jp/
新型コロナウイルス感染拡大に係る NPO 法 Q&A
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

・東京都生活文化局：https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/
・東京ボランティア・市民活動センター：
NPO 法人の運営等についての相談ができます。お電話でご予約ください。
電話：03-3235-1171（開館時間が変更となっている場合あり）

小金井市市民協働支援センター準備室
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令和２年度実施協働提案制度についてのお知らせ

準備室コーナー

例年、５月上旬に第２次審査として協働事業提案制度の公開プレゼンテーション及び公開ヒアリング
を開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、延期させていただきます。ま
た延期後の日程につきましては、詳細が決定次第、改めて市ホームページなどでご案内させていただき
ます。

助成金情報

助成金情報一覧

令和 2 年度中央競馬馬主社会福祉財団助成事業の申請
対

象：〇社会福祉事業を行う、社会福祉法人及び NPO 法人
〇NPO 法人に関しては、主に障害者関係に従事して
いる施設
〇市区町村の社会福祉協議会自身に対しては、原則
として助成対象としない。

助成対象事業：①車両

②什器備品

③その他（修繕工事など）

申請受付：○当協会ホームページにて申請を受け付ける。
○障害者福祉事業を重点に、母子及び児童福祉事業、
老人福祉事業、その他の公益事業とし、保育所の場
合は原則、東京競馬場及び場外発売所近隣のみ受け
付ける。
〇平成 30・31 年度で助成した法人については原則と
して受け付けない。
受付期間：４月 1 日～５月 31 日
問 合 先：東京馬主協会
Email：m-goto.toa@image.ocn.ne.jp
☎ ：042－365－3705（担当：後藤）
ホームページ：https://www.toa-fukushi.jp/

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

5/18 まで

アーツカウンシル東京

令和 2 年度

東京地域芸術文化助成

5/22 まで

みずほ教育福祉財団

老後を豊かにするボランティア活動資金
助成事
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

社会福祉法人丸紅基金

第 46 回

社会福祉助成金申込募集

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

6/8 まで

社会福祉法人木下財団

令和 2 年度

障がい者福祉助成金募集

6/13 まで

公益財団法人草の根事業育成財団

2020 年

草の根育成助成

6/30 まで

国立青少年教育振興機構

募集

子どもゆめ基金

《編集者ひとりごと》

在宅時間が増えたことにより、体重も増えています・・・。お腹は空いていないのに、何か食べたくなって
備蓄の食糧をどんどん食べてしまう、なんて経験のある方もいるのではないでしょうか。コロナ太りに陥らな
いように、バランスのよい食事と、自宅でできるスポーツ・軽い運動を心がけましょう。
ですが、気持ちが一番大切です！デザートも、食べたいときには遠慮なく！
（こう）

