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第 10 回こがねい市民活動まつり

参加団体募集
◎時間：令和 3 年 3 月 7 日(日)10：００～１６：００（予定）
◎場所：小金井宮地楽器ホール
◎内容：展示（パネル・オンライン）等による市民活動団体の活動ＰＲ
◎対象：小金井市を拠点とし、地域や暮らしをより良くしようと取り組んでいる団体等
◎申込用紙配布場所（10 月 15 日より配布開始）
小金井ボランティア・市民活動センター、コミュニティ文化課（市役所第二庁舎４階）、
公民館各館、同センターホームページ（http://kvac.jp/）、市ホームページ
◎申込・問合せ
10 月 15 日から 11 月 15 日（必着）までに、郵送、
ファックスまたはメールで、同センターへ
〒184-0004 本町 5-36-17
メール：vc-koganei@circus.ocn.ne.jp
TEL：042-387-0011
FAX：042-386-1294
（多数応募の場合は抽選となります）

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。

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も、いまだに新型コロナウイルスの関係で
本格的な再開まで時間がかかる方も多くいらっしゃると思います。そ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！

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）

新型コロナの中でのボランティア・市民活動 取り組み事例
・DVD の制作・配布 ～"高齢者施設"と"オンライン"の壁～
施設にすでにある DVD 再生機を使用し、高齢者に気分転換の場を提供する。
・情報共有
ツイッターを利用して持ち帰りできる地域のお店の情報をみんなで投稿・共有。
・情報発信
自宅でできる体操紹介と布マスクづくりの呼びかけ。
・少人数で子ども食堂を開催
家庭でご飯がとれない子、学童に登録していない子などに対象を限定し、定消毒や手洗いの
徹底など、細心の注意を払い実施。
・編集、校閲
初心者のライターボランティアさんの文章を、経験者の方がボランティアで編集・校正校閲する。
自宅で作業可能。
※東京ボランティア・市民活動センターHP（https://www.tvac.or.jp/）より抜粋し、掲載しています。

ケアこげら ボランティアの案内

話し相手ボランティア
ひとり暮らしの高齢者の方

。
●児童発達センター ぽこあぽこ

●児童発達センター びぃぼ

の話し相手ができます。
利用を希望する方、会員と

利用者：心身に障がいを持った小学生～高校生
内容：放課後等ディサービス事業所で創作活動や音楽活動・集団

してボランティア活動を希望

活動・遊びを通じて利用者の成長の手伝いをしています。
募集対象： 18 歳以上（高校生不可）
。
応募方法：希望する方は、お名前、年齢、住所、電話番号、メー
ルアドレス、職業をメールでお送りください。
日時と場所は担当へお問合せください。

する方は、ご連絡ください。

〒187-0002 東京都小平市花小金井 1-13-1 大さわビル 1 階
特定非営利活動法人こげら会 担当職員：浅坂
電話：042-497-5516 Fax：042-497-5518
メール：pocoapoco2306@kogera.jp

問合せ：
小金井ボランティア・市民活動
センター
電話：042-387-0011

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。

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

活動日：8月をのぞく第２水曜日 15:00～18:00

※活動場所は事前にお問合せください。

M a i l：kissa.koganei@gmail.com
電

話：042-386-0294（小金井市社会福祉協議会）

※詳細は上記問合せ先へ。

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。
●東京ボランティア・市民活動センター:NPO 法人の運営相談
NPO 法人の運営等についての相談ができます。現在のところ、運営相談は電話等にて受け付けている
ということです。相談予約 ☎：03-3235-1171
●愛恵福祉支援財団
新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けて、緊急な対応を迫られている地域や施設の社会福祉
活動や社会福祉施設等の事業に対して、助成を行うことを目的として実施します。
⇒ http://www.aikei-fukushi.org/
※締め切り 10 月 10 日（土） 消印有効
●公益財団法人日本スポーツ協会
スポーツ活動継続サポート事業。NPO 法人・一般社団法人・公益法人・任意団体などが対象です。
⇒ https://www.japan-sports.or.jp /tabid1281.html
※申請受付中、締め切り 10 月 31 日
●公益財団法人さわやか福祉財団
地域で暮らす人同士の助け合い活動を対象とし、新たに団体を設立する場合のほか、新たに活動を広げ
る場合やコロナ禍に対応して特別な助け合い活動を行う場合など活動を行う皆様へお渡しする助成を行い
ます。
⇒https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid19-donate/
※申請受付中、締め切り 2021 年 3 月 31 日（水）
●JKA
②新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止に関する支援、救援、救助、物資の購入など事業を
行う団体法人を対象とし、助成を行います。
⇒https://www.tvac.or.jp/sagasu/47543
※2020 年度内で随時募集
●一般社団法人東京都信用金庫協会：東京都よろず支援拠点
【コロナウイルスの影響に伴う電話相談について＜土日祝＞】
提言だけではなく、ご事情に応じた課題解決施策を助言し具体的に成果を上げていくことが特徴で
す。

実施日：土曜日・日曜日・祝日（当面の間）
相談時間：10:00～17:00
電話番号：090－8452－1521
090－8452－5720

小金井市市民協働支援センター準備室
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福祉ＮＰＯ法人連絡会紹介

準備室コーナー

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 15 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

【2021 年度 (公財)東京市町村自治調査会】
広域的市民ネットワーク活動等事業の助成団体募集
助成対象

助成金額
募集期間
問 合 せ

多摩地域の市民交流やまちづくりの推進
につながる事業(文化・スポーツ・環境・福
祉・生涯学習・子育て・防災活動等の発表
の場等)
助成対象事業費の 50％(100 万円を超え
る金額は 10％)で 120 万円以内
2020 年 10 月 19 日(月)～12 月 3 日(木)
(公財)東京市町村自治調査会事業部企画課
☎042-382-7781

＜新規団体向け説明会＞
日時 2020 年 10 月 22 日(木)18：00～
※10 月 20 日(火)までに要申し込み
場所 多摩交流センター第 3 会議室
(府中市寿町 1-5-1 府中駅北第 2 庁舎 6 階)

助成金情報一覧
10/９まで

【公益財団法人 生協総合研究所】
2021 年度アジア地域開発組織への人材開発と開発
への助成のご案内
助成対象

①原則日本国内に拠点がある非営利組織
➁一年度の収入が 1 億円未満
➂２年度以上の活動実績がある
➃現地に対等な協力組織がある
⑤過去 2 年度以内に本助成を受けていない
助成金額 ①1 件当たり上限 100 万円
➁期間は 2021 年 4 月 1 日～2022 年 2
月 28 日まで
➂総額 700 万円
申込締切 2020 年 10 月 31 日 必着
問合せ先 生協綜合研究所アジア生協協力基金公募係
〒102-0085
東京都千代田区六番地 15 プラザエフ６階
☎ 03-5216-6025

小金井市市民協働支援センター準備室ブログでも紹介中

【SOMPO 福祉財団】組織および事業活動の強化資金助成

10/10 まで 【愛恵福祉支援財団】新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会活動「緊急助成」
10/15 まで 【公財 日工組社会安全研究財団】2021 年度安全事業に関する助成の募集
10/18 まで 【TOTO】第 16 回「TOTO 水環境基金」助成先団体募集のご案内
10/31 まで 【公財 キリン福祉財団】令和 3 年度「キリン・地域のちから応援事業」および「キリン・福祉のちから開拓事業」（公募助成）
10/31 まで 【中央ろうきん社会貢献基金】助成制度“カナエルチカラ”
随時募集
※

【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

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ご確認ください

《編集者ひとりごと》
コロナの影響で今年は夏らしいことが何もできなかったのに季節は容赦なく過ぎていき、なんだか変な感じだな、
と思う毎日です。私も卒業まであと半年、
「気づいたら卒業」なんてことのないように、このような状況の中でも最
後の学生生活を楽しみたいと思います。ここ最近は不安定な天気が続いていますね。台風の季節がやってきますので、
随時 【一般財団法人 日本メイスン財団】
そちらも万全の対策で乗り切りましょう！（すどう）

