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新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が全国的に解除となりました。細心の注意がまだまだ必要ではあ
りますが、これから徐々に今までの日常を取り戻すために徐々に動き出すことになると思います。これからボ
ランティア活動を再開する方も戻ってくるかと思います。再開の前に今年度分の「ボランティア保険」に加入
しているかを確認してください。
ボランティア保険加入の際に必要な書類は、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。
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 ③名簿 3 部（ボランティア保険と同様の内容のもの※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。

小金井国際支援協会（KISSA）ボランティア募集
外国人支援団体に参加しませんか？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。
内容：市内在住の外国人を対象にした学習支援、子育て支援、通訳・翻訳などの支援活動
場所：小金井市公民館貫井北分館2F

活動日：8月をのぞく第２水曜日

Mail：kissa.koganei@gmail.com

☎：042-386-0294

15:00～18:00

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

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。

先日、
「緊急事態宣言」が解除されました。感染者も減少してきてはいますが、まだまだ気を抜けない状態
にあるかと思います。皆様の生活にも多くの影響が出ています。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。本格的な再開までの間に自宅でもできるボランティアを探
してみてはいかがでしょうか。新型コロナウイルス予防対策も忘れずに！

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）

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 ・ベルマーク ・不要入れ歯

特技を生かしたボランティア
・長年、趣味で行ってきた活動を活かしたボ
ランティア。（手芸など）
・皆さんが仕事などで培ってきた経験を活か
したボランティア（語学、PC 関係など）

小金井青年会議所と協働でフードドライブ支援を行っています。
小金井青年会議所（以下、JC）の方とともに、市民の方から食材の寄付
を募り、寄付いただいた食料をお渡しする活動を期間限定（5 月 18 日か
ら 6 月 5 日の間※予定）で行っております。今回は困窮している学生を対
象としております。食材の寄付を多数いただきましてありがとうございま
す。終了日が迫っておりますが、皆様のご協力おまちしております。
この事業の詳細は、Twitter もしくは Facebook で「小金井フードドライ
ブ支援」で検索をお願いいたします。

「菜園地」と「農作業指導者」を求めています
孤食予防食堂「こきんダイナー」では、自給自足、地産地消を目指し、菜園地として活用できる場所を探
しています。空き地や屋上、小さなスペースでも構いません。また、農作業の知識のある指導者を求めてい
ます。ご指導いただける農家さん、ご協力いただけませんか？援農スタイルでも可能です。食育活動、菜園
活動に協働参加頂ける方、ぜひご連絡ください。
連絡先：
「こきんダイナー」 代表 すぎい
電話：０４２－３１３－９３４４
メール：koganei.minna.no.ie@gmail.com

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
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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、お伝えしていく予定です。
●公益財団法人 JKA
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援」に関する募集のお知らせ
⇒ https://www.keirin-autorace.or.jp/NEWS/20200508_02.html
※公募中、締切無し、随時審査・決定
●公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団
2020 年度社会福祉事業 ＮＰＯ基盤強化資金助成「住民参加型福祉活動資金助成」募集要項
※本年度は、新型コロナウイルス感染症の流行に対しての活動や、事業の継続・拡大を行う団体も支援
⇒ https://www.sompo-wf.org/jyosei/juminsankagata.html ※公募期間 6/1～6/19
●公益財団法人ウェスレー財団
「新型コロナウイルス感染拡大による特別活動支援金」
⇒ https://wesley.or.jp /program/news /post-17.html
※公募中、締切無し、順次審査中
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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
NPO・ボランティア等関連情報のお知らせ

準備室コーナー

新型コロナウィルスの感染拡大により、多くの市民活動団体や NPO 法人が、運営や活動、事業に大きな影
響を受けています。そうした団体向けに、NPO 法人の運営に関する支援や、融資、助成金、給付金などの情
報がまとめて掲載されています。詳しくは東京ボランティア・市民活動センターの情報サイト「ボラ市民ウ
エブ」をご覧ください。https://www.tvac.or.jp/news/50468

助成金情報

助成金情報一覧

ファイザープログラム

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

心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
6/12 まで

目

NPO 法人助成事業

的：ヘルスケアを重視した社会の実現を向けて、
「心とからだのヘ
ルスケア」の領域で活躍する市民団体や患者団体・障害者団

6/12 まで

6/13 まで

公益財団法人草の根事業育成財団

6/19 まで

損保ジャパン日本興亜福祉財団

2020 年

②市民や患者・障害者が主体的に参加して活動する団体
③日本国内に活動拠点があり、原則として２年以上の活動
④目的や活動内容が特定の政治・宗教などに偏っておらず、

6/20 まで

伊藤忠商事（株）

6/30 まで

Yahoo！基金

応募方法：必要書類を記入して郵送する

(ウェブサイトで)

新型コロナウイルス感染症『医療崩

応募期間：６月 15 日～６月 30 日 （必着）
問 合 先：東京都中央区日本橋堀留町1-4-3
市民社会創造ファンド

基盤強化資金

子ども文庫助成事業

反社会的勢力とは一切関わっていない

壊』防止活動支援プログラム

日本橋MIビル1階

ファイザープログラム事務局

6/30 まで

国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金

担当 山田・坂本
E-mail

草の根育成助成

社会福祉事業 NPO

や研究の実績がある

☎:03-5623-5055

社会福祉法人 清水基金

社会福祉法人助成事業

体による、
「健やかなコミュニティづくり」の試みを支援する

助成団体要件：①民間の非営利団体

社会福祉法人 清水基金

FAX: 03-5623-5057

7/3 まで

あしたのまち・くらしづくり活動賞

pfp＠civilfund.org

https://www.pfizer.co.jp/

あしたの日本を創る協会

8/31 まで

日本女性学習財団

第 4 回日本女性学習財団未来大賞

《編集者ひとりごと》

私の大学でも、オンライン授業による春学期が始まりました。約 1 か月が経ちますが、いまだにドキドキし
ながら授業を受けています。機械やデジタルが苦手なので、なかなか難しいです。。。
先生や友達に会えずとても寂しいですが、まずは、授業が受けられていることに感謝ですね。
近いうちに、また大学に行けることを信じて、今は在宅学習を頑張りたいと思います！
（大出）

