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 まつやまのボランティア情報紙 

ボランティアセンター（松山市社会福祉協議会団体支援課） 開館時間 月～金 8：30～17：15   
〒790-0808 松山市若草町８-２  松山市総合福祉センター１階  
Tel 089-921-2141   Fax 089-921-8360    
E-maiｌ vc@matsuyama-wel.jp   
Web アドレス httpｓ://www.matsuyama-wel.jp/vc/       
 

 

LINE 
 

おせったい通信原稿締切のお知らせ 
※１月号：１２月９日(金）・２月号：１月１０日(火）・３月号：２月１０日(金) 
 

※皆様からの情報提供をお待ちしております！！

令和５年１月１４日 （土） 

１３時～１６時４５分 

～ 場 所 ～ 

松山市総合福祉センター 

１階 大会議室 他 （若草町８番地２） 

～ 日 時 ～ 

 

【グループワーク】 

防災すごろく 

「助け合ってご～（Go）！」 

【訓練】 

いざというときでも安心！ 

車中泊のポイント！ 

～ 内 容 ～ 

～ 申込み ～ 

締切までに氏名・住所・年齢・電話番号・所属名（団体・職業・学校）を 

申込用紙にご記入の上、下記まで FAX・E-mail でお申込み 

いただくか、申込みフォームにて申込みください。 

（https://forms.gle/Vskv3LU7GG5dpp6o7） 

申込みフォーム 

～ 定 員 ～ 

40 名 （申込多数の場合は抽選） 

主催 ： 社会福祉法人 松山市社会福祉協議会 団体支援課（ボランティアセンター） 

災害ボランティア研修 
～来

きた

る災害に備えて防災を身近に！～ 

mailto:vc@matsuyama-wel.jp
http://www.matsuyama-wel.jp/vc/
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① 県視覚障がい者協会  
サウンドテーブルテニス（ＳＴＴ）サポーター募集 
 
サウンドテーブルテニスとは視覚障がい者の卓球です。

サポーターとして試合をする時の審判等のお手伝いをし

てくださる方を募集します。 
【日 時】12 月  4 日（日） 9 時～17 時① 

18 日（日） 13 時 30 分～17 時② 
21 日（水） 18 時～21 時② 

【場 所】①県身体障がい者福祉センター 体育館 

（道後町 2丁目 12-11） 

②県視聴覚福祉センター（本町 6 丁目 11-5） 

【内 容】審判等のお手伝い  

【 】数名 

【その他】①③は体育館シューズが必要 

 

【問合先】愛媛県視覚障がい者協会 担当:野瀬さん 

      TEL：089-975-5735 / 090-5144-3210 
E-mail：nose.takeshi@violet.plala.or.jp 

 

  
 
 
 

② えひめだんだんパートナーズ 

 伴走者ボランティア募集 

https://ehime-dandan-partners.jimdosite.com/ 

 

 
単独で歩いたり走ったりすることが困難な視覚障が

い者に対する伴走者の団体です。仲間として活動して
いただける方を募集しています。視覚障がい者の手引
き経験のない方も、一緒に楽しく歩いて走りましょう。 
性別・年齢不問。盲導犬のばんくんもお待ちしています。 

【日 時】12 月 11 日（日）・25 日（日） 
各日 9 時半頃（定期走行会） 

      毎週火曜日 19 時～（自由走行会） 

【場 所】堀之内公園東側 あづまや（県庁側） 

【内 容】視覚障がい者の伴走 

【締 切】各日 3日前（必ず事前にご連絡ください） 

【その他】動きやすい服装・飲料持参 

【ＵＲＬ】 

 

【問合先】えひめだんだんパートナーズ 担当:岩崎さん 

      TEL：090-4330-3961 
      E-mail：akira19vaio@gd6.so-net.ne.jp 

 

 

【 】数名 

【問合先】ＮＰＯ法人アジアキッズケア 

 担当：喜安さん  

TEL：090-5912-4515 

    E-mail:kids@asian-kids-care.com 

④ NPO法人アジアキッズケア 
   荷造りボランティア募集   
留学生、小学生から社会人等の皆様が参加し、楽しく交流し

ながら、支援物資を収集・荷造りします。まごころを添え、現

地協力者と連携して「ハンドtoハンド」で手渡しています。 

【日 時】12 月 18 日(日) 14 時～16 時 

【場 所】NPO 法人アジアキッズケア事務所 

（伊予郡松前町北川原 1054－3） 

【内 容】コンゴ民主共和国の子どもたちに送る荷造り 

【その他】マスク持参・駐車場有り 

     できれば衣類、文房具、バッグ、ピアニカ、 

ボール等をご寄附ください。 

【ＵＲＬ】https://asian-kids-care.com/ 

 

 

 ③ 生きづらさ相談支援センター 

子どもわいわい食堂クリスマス会 
サポートボランティア募集  

子供の孤食を減らしたいという思いのもと、楽しみな

がら活動しています。今回はクリスマス会のサポートを

してくださるボランティアスタッフを募集します。 

【日 時】12 月 10 日(土) 15 時～19 時（出入り自由） 

【場 所】キッチンスタジオ（平田町 102-2高山ビル 1階） 

【内 容】クリスマスケーキ・料理作りのお手伝い、 

見守りも兼ねて子ども達と一緒に楽しむ 

【 】 5名 

【問合先】生きづらさ相談支援センター 

 担当：武村さん  

TEL:090-9458-3696 

    E-mail:ikicen.sasaeai@gmail.com 

 

  
 
 
 

⑤ NPO法人チャリティーサンタ愛媛支部 

 ボランティアスタッフ募集  
クリスマスイブに子どもたちのお家へプレゼントを届

けるサンタさんと、そのお手伝いをしてくれる方を募集

します。 

【日 時】12 月 24 日（土）14 時～22 時 

【場 所】松山市内およびその近郊 

【内 容】サンタクロースのお手伝い全般 

【締 切】12 月 10 日（土） 

【その他】途中参加をご希望の場合はお問合せください。 

     活動前に３時間程度の講習会（ZOOM）を受講

していただきます。 

【ＵＲＬ】https://www.charity-santa.com/ 

【問合先】NPO 法人チャリティーサンタ愛媛支部 

担当 濱口さん 

TEL：090-4788-6022 

E-mail：ehime@vol.charity-santa.com 

 

 ⑥ まつやま文化財サポートの会  
   松山城登城道の清掃ボランティア   
【日 時】12 月 29 日(木) 9 時～12 時 

【場 所】松山城登城道 

【内 容】落葉掃き 

【その他】軍手・マスク持参、傷害保険料 100 円

（掃除用具は用意します。） 

【締 切】12 月 23 日（金） 

【申込み】はがきまたは FAX にて、住所・氏名・年

齢・電話番号を記載して下記までお申込

みください。 

【問合先】まつやま文化財サポートの会 

     〒790-0925 

     松山市鷹子町 106-2 

TEL/FAX：089-976-8622 

http://www.irasutoya.com/2012/07/blog-post_4323.html
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① お伽座 
『語り日』のご案内 
メンバーが昔話・民話を伊予弁で語る。各人、個性

的な語りで日常から民話の世界へとお誘いいたします。
「お国ことばは文化財」伊予弁のあったかい素朴な味
わいをお楽しみください。 
【日時・場所】 
■  12 月  3 日（土）14 時～14 時 30 分 
坂の上の雲ミュージアム 2階ホール （一番町 3-20） 

■  12 月 10 日（土）14 時～14 時 30 分 
子規記念博物館 1 階ホール（道後公園 1-30） 

■  12 月 17 日（土）14 時～14 時 30 分 
ひみつジャナイ基地（道後湯月町 2-41） 

【参加費】無料  
【問合先】お伽座 担当:兵頭さん 

TEL:090-5140-6180 

 

  
 

障がいのある私たちの活動のお手伝いをしていただ

ける方を募集しています。ご連絡をお待ちしておりま

す。  

【日 時】月～金 ※10 時～16 時の都合の良い時間 

【場 所】松山福祉作業所（北斎院町 484-1） 

【内 容】軽作業、昼食時の配膳の手伝い、資料の整理など 

【締 切】12 月 28 日（水） 

【対 象】社会人の方 

【問合先】松山市身体障がい者協会 担当：梅木さん 
     TEL：090-5143-0808  

      TEL＆FAX：089-921-2172（事務所） 

⑦ 市身体障がい者協会 

  作業ボランティア募集 

 

  
行き場を失った動物を保護してトレーニングを行

い、新しい飼い主さんを探します。ぜひ可愛い保護犬
に会いに来てください♪ 

【日 時】ご希望の日程 11 時～15 時の間の 1 時間 

【場 所】福音寺町 

【内 容】保護犬のケア、トレーニング、お散歩、ふれあい 

【締 切】随時     

【 】未定 

【ＵＲＬ】https://wishmeluck-ehime.com 

 

⑧ Wish Me Luck 

保護犬のケア・トレーニング・お散歩 
ふれあいボランティアさん大募集！ 

【問合先】Wish Me Luck 担当：芝田さん 

TEL：080-3921-3995 

      E-mail:wishmeluck@outlook.jp 

          その他：SMS、Instagram の DM 

 

 ② まつやま NPOサポートセンター 

① NPO 助成金チャレンジ講座 
助成金の申し込み手続きが難しいのではと感じて応募

を迷っているあなたにぴったりの講座を開催します。 

【日 時】12 月 16 日（金）14 時～16 時 
【場 所】コムズ 3 階 会議室 2（三番町 6 丁目 4-20） 

【内 容】助成金を活用するための基礎知識 

身近な助成金事例の説明 

申請書作成ワークショップ 

【定 員】20 名/1 団体 3名まで（先着） 

【対 象】助成金について知りたい、 

申請したい NPO 団体の方 

【締 切】12 月 14 日（水） 

【申込み】申込用紙の持参・メール・FAX・申込フォーム

(https://forms.gle/KW1iVBD1hFt8XEEN9) 

にてお申込みください。 

【持参品】筆記用具 
 

② 12 月の NPO よろず相談会・勉強会 
 NPO 活動の運営での困りごとを話す相談会、これって 
どういう意味なんだろうと思う NPO に関する疑問点を解
消する勉強会を開催します。 
【日 時】12 月 25 日（日）14 時～16 時 30 分 
【場 所】コムズ（三番町 6 丁目 4-20） 

【内 容】ゆったり話せる相談会・勉強会 

【定 員】10 名（先着） 

【対 象】NPO 団体の方や設立をお考えの方 

【締 切】12 月 24 日（土） 

【申込み】電話・メール・申込フォーム

(https://forms.gle/TusPyXEUcsrwN12M8)に

てお申込みください。 
 
①②共通 

【参加費】無料 

【ＵＲＬ】http://www.npo.coms.or.jp/ 

【問合先】まつやまＮＰＯサポートセンター 
     〒790-0003 
     松山市三番町 6 丁目 4-20 コムズ内 
     TEL:089-943-5790  
          E-mail:pico@npo.coms.or.jp 

本紙掲載の情報は状況により延期または 

中止となる場合があります。あらかじめ 

ご了承ください。 

多様な人たちと出会い、生き方を 

広げる絶好のチャンス！得意なことを生かし、 

楽しみながらボランティア活動を始めてみませんか？ 

 

今回は『動画制作』ボランティア！ 

第１回：12 月 26 日（月）18 時～20 時 30 分 

※申込〆切 12 月 20 日（火）9 時 

【問合先】松山市ボランティアセンター 

TEL：089-921-2141 / FAX：089-921-8360 

    E-mail:vc@matsuyama-wel.jp 

 

詳細はホームページをご覧ください 

申込フォームはこちら     

募集！ 
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 ）  

助成金情報 

 助成金情報についてはホームページをご覧ください。 

助成金に関する相談は応募期間をご確認の上、お早目 

にお願いいたします。 

 ④ カウンセリングスペース・麦の家 

ほっと相談（無料）のご案内 

 ご家族や職場での人間関係などで悩んでいませんか？

一人で悩みを抱え込まないでください。カウンセリング

スペース・麦の家のスタッフがお話を聴かせていただき

ます。 

【日 時】①12月 16日、②1月 20日、③2月 17日 

（毎月 1回第 3金曜日）13時 30分～16時 

【場 所】市総合福祉センター 3 階 作業室 ①③ 

     （若草町 8 番地 2）  5 階 小会議室 ② 

【内 容】相談は男女・年齢・内容を問いません。 
相談は約１時間、秘密は守ります。 

【参加費】無料 
【申込み】できるだけご予約ください。 

予約なしでも大丈夫です。 
【問合先】カウンセリングスペース・麦の家 
       TEL:089-923-4481 

 

※ 

 ⑤ 県在宅介護研修センター 

① 《動画配信》「口から食べたい」を支えるために② 
～実際に食べてみましょう～  

実際にご自身で口から食べる体験をしながら摂食・

嚥下について学んでみませんか？体験するからこそ分

かってくることがあると思います。 

【 】12 月 19 日（月）～12 月 25 日（日） 

【内 容】口から食べる体験をして摂食・嚥下について

学ぶ講座 

【締 切】12 月 12 日（月） 

【申込み】ホームページからお申込みください。 

①②共通 

【参加費】無料 

【ＵＲＬ】https://ehime-zaitakukaigo.com/ 

【問合先】愛媛県在宅介護研修センター 

     TEL：089-914-0721 / FAX：089-914-0732 

 

② ＶＲで認知症の症状を理解しよう 

～疑似体験で分かる認知症の世界～ 
ＶＲで認知症の方が見ている世界を疑似体験してみ

ませんか？きっと認知症の症状の原因が理解でき、接

し方や声掛けの仕方が分かると思います。 

【日 時】1 月 10日（火）13時 30分～15時 30分 

【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲 9-1） 

【内 容】疑似体験を通じて認知症の方への接し方を
学ぶ講座 

【定 員】12 名 
【対 象】愛媛県民（介護職等専門職の方も受講可） 
【締 切】12 月 20 日（火）午前 9 時 
【申込み】電話・FAX・ホームページからお申込みください。 
【その他】駐車場を利用される方は、別途駐車料金 

〔1 講座 300 円〕が必要。 
 

 

2023年度「POSC社会貢献活動支援のための助成」 
 

【締 切】12 月 9 日（金）（必着） 
【ＵＲＬ】https://posc.or.jp/subsidy/ 

application.html 
【 】所定の申請書と必要書類を揃えて下記までメ

ール・郵送してください。 
【問合先】一般社団法人 

パチンコ・パチスロ 社会貢献機構 

〒162-0844 

      東京都新宿区市谷八幡町16 市ヶ谷見附ハイム103 

一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構 

事務局 

      TEL：03-5227-1047 

      E-mail：josei-jigyo@posc.or.jp 

① 一般社団法人 パチンコ・パチスロ 

社会貢献機構（POSC） 

 

2022 年度「公募福祉助成金」 

2022 年度「世界子ども救援金」 

2022 年度「シンシア基金」 
 

【締 切】12 月 16 日（金）（必着） 
【ＵＲＬ】https://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/ 
【 】所定の申請書と必要書類を揃えて下記まで 

郵送してください。 

【問合先】公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団 

〒530-8251 

      大阪市北区梅田 3-4-5 

      TEL：06-6346-1180 

      FAX：06-6346-8681 

② 公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団 

 
③ 愛媛県障害者フライングディスク協会 

障害者フライングディスク教室参加者募集 

 障がいに関係なく誰でもフライングディスクを楽しめ

る教室です。お気軽にお越しください。 

【日 時】12月 17日（土）10時～11時 50分 

【場 所】県身体障がい者福祉センター体育館 

（道後町 2丁目 12-11） 

【内 容】フライングディスク 

【参加費】無料 

【準備物】体育館シューズ 
【問合先】愛媛県障害者フライングディスク協会 事務局 
       担当：長山さん 

TEL:089-908-6374 / FAX：089-908-6375 
E-mail：nagayamayasushi97@gmail.com 

 


