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講演Ⅰ
受付
「コロナ禍におけるボランティア活動の注意点と
（12：30）
災害発生に備えた心構え」
１３：００
講師：香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

～

地域強靭化研究センター

技術補佐員

高橋 真里 氏

講演Ⅱ

１５：４５ 「避難所等での小さな配慮～アレルギー防災って？～」
講師：愛媛県松山市アレルギーっ子の会

松山市総合福祉センター１階 大会議室
（松山市若草町８番地２）
《注意事項》
・感染症対策のため、定員１００名とさせていただきます。
・自動車でお越しの方は、会場地下駐車場をご利用いた
だけますが、駐車台数に限りがあります。
・当日は、体調確認チェックシートを受付へご提出してい
ただきます。

スマイルｋｉｄｓ

宮﨑

世志子 氏

Ｚｏｏｍを使用してのオンライン配信
《参加方法》
・お申込みいただいたメールアドレスへ、ログインに必
要なＵＲＬ、ＩＤ、パスコードを送信いたします。
・当日１３時までにログインして、ご視聴ください。
※視聴端末・通信環境は各自でご準備いただき、個別の機器等に関する
お問合せには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

《申込み方法》
令和３年１月１２日（火）までに、FAX または E-mail にて氏名・ふりがな・
電話番号・住所・メールアドレス・受講方法を下記までお送りいただくか、
申込みフォーム（https://www.matsuyama-wel.jp/vc/2020/12/post-61.html）
からお申込みください。

申込みフォーム
《お問合せ》松山市ボランティアセンター
TEL/FAX：089-921-2141/089-921-8360/E-mail：vc@matsuyama-wel.jp
主催：社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会／協力：社会福祉法人松山市社会福祉協議会

おせったい通信原稿締切のお知らせ
※２月号：１月８日（金）・３月号：２月１０日（水）
・４月号：３月１０日（水）
※皆さまからの情報提供をお待ちしております！！
ボランティアセンター （ボランティア活動推進課）
開館時間 月～金 8：30～17：15 LINE
〒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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・
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① 市視覚障がい者協会
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】1 月 10 日（日） 9 時～17 時①
13 日（水）18 時～ 21 時②
17 日（日）14 時～17 時③
31 日（日）10 時～17 時④
【場 所】①県立松山盲学校体育館(久万ノ台 112)
②県視聴覚福祉センター4 階多目的ホール
（本町 6 丁目 11－5）
③市総合福祉センター 1 階大会議室
(若草町 8-2)
④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】審判等のお手伝い 【
】数名
【その他】①、④は体育館シューズが必要
【問合先】松山市視覚障がい者協会 担当:野瀬さん
TEL：089-975-5735 / 090-5144-3210
E-mail：nosetakeshi0927@gmail.com

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
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。
仲間として一緒に活
動していただける方を募集しています。
経験のない方、
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】1 月 10 日（日）
・24 日（日）
各日 9 時 30 分～12 時頃
（自由練習 毎週火曜日 19 時～※5 日
（火）
はお休み）
【場 所】堀之内公園東側（県庁側）
【内 容】視覚障がい者の伴走
【その他】動きやすい服装・飲料持参
【締 切】各日 3 日前（必ず事前にご連絡ください）
【ＵＲＬ】
https://ehime-dandan-partners.jimdosite.com/
【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

2021 年もよろしくお願いします。

お知らせ
ボランティア募集やイベント告知等の情報は
ありませんか？みなさんに周知したい情報が
ありましたら、表紙下部のボランティアセンター
にお問合せください。
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③ 市ボランティアセンター
プルタブ仕分けボランティア
プルタブの中に混ざっているスチール缶のプルタブやゴミを、
磁石などを使いながら取り除きます。
【日 時】1 月 19 日(火) 10 時～12 時
【場 所】市総合福祉センター 5 階中会議室
（若草町 8-2）
【内 容】プルタブ仕分け作業
【締 切】1 月 18 日（月）
【定 員】10 名（先着）
【申込み】電話、FAX、メールで下記までお申込みくだ
さい。インターネット申込みも可。
（ＵＲＬ： https://forms.gle/HYTu9mwKcktK5Hv88）
【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
QR コードからもお申込み出来ます⇒

④ 学苑ＪＷＦ友の会
四国八十八ヶ所霊場・別格二十ヶ所・四国三十六
不動霊場のお砂踏みをしませんか。
四国八十八ヶ所霊場巡拝に行けない高齢者や障がい者の
ため各施設に出開帳（出張お砂踏み）を実施いたしており
ます。四国八十八ヶ所を巡拝されると同じ様な功徳を積ん
で頂け、ご本尊もお祀りしています。新型コロナウイルス
感染予防のため、一人ずつ礼拝できるように会場を設営い
たします。施設等開催会場を募集しておりますのでお気軽
にお問い合わせください。
【問合先】学苑ＪＷＦ友の会 事務局 担当:松下さん
TEL＆FAX:089-971-3413
（留守の場合はFAX してください。
）

⑤ 市身体障害者協会
作業ボランティア募集
障がいがある私たちのお手伝いをしていただ
ける方を募集しています。
【日 時】①月・水・金
②月～金
※いずれも、10 時～16 時の都合の良い時間
【場 所】①市総合福祉センター1 階 活動室 1
（若草町 8－2）
②松山福祉作業所（北斎院町 484-1）
【締 切】 1 月 29 日（金）
【対 象】社会人の方
【内 容】資料の整理、昼食配膳等の手伝い、軽作業
【問合先】松山市身体障害者協会 担当：梅木さん
TEL：090-5143-0808
TEL＆FAX：089-921-2172（事務所）

※紙面への掲載には掲載依頼書が必要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・
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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。
また、語りに関心のある方はご連絡ください。
【日時・場所】
■ 1 月 2 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 丁目 20）
■ 1 月 9 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）
【参加費】無料
【問合先】お伽座 担当:岸本さん
TEL&FAX：089-932-6428
080-1990-3461
a

② 市男女共同参画推進財団・松山国際交流会・
市社会福祉事業団・松山市
第２２回コムズフェスティバル
ゲストをお呼びして開催する基調講演、コムズを
利用されている市民団体によるイベントや講演会、
登録団体による発表やバザーなど、様々な企画が行
われます。多くの方のご来場をお待ちしています！
【日 時】2 月 3 日(水)～7 日(日）
【場 所】市男女共同参画推進センター・コムズ
（三番町 6 丁目 4-20）
【内 容】●市民企画分科会・イベント
「女性の活躍推進」
「地域防災」
「生き方」
「高齢社会」
「コミュニケーション」
「暮ら
し」等に関する講演会やワークショップ等
●コムズ de 遊ぼう
コムズで活動している団体による体験ワー
クショップ・バザー・展示等
●基調講演（2 月6 日(土)13 時30 分～15 時）
演題：Challenge&Smile(手話通訳有り)
～前向きな人生の重ね方～
講師：伊達 公子 氏
【参加費】無料（一部参加費が必要）
【申込み】基調講演のみ、往復はがきで 1 月 22 日(金)
必着。その他の各イベントは、電話または
FAX、メール、申込フォーム、はがきで必要
事項を記入してお申込みください。
（先着）
【その他】各イベントの詳細は下記 URL からご覧く
ださい。
【ＵＲＬ】 https://www.coms.or.jp/coms/event/22
-comsfes/
【問合せ】
（公財）松山市男女共同参画推進財団
コムズフェスティバル係
〒790—0003 三番町 6 丁目 4-20
TEL:089-943-5777/FAX:089-943-0460
E-mail:event@coms.or.jp
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③ 地域教育実践ネットワークえひめ
第５回地域教育中予ブロックオンライン集会
「かかわりをチカラに つながりをカタチに」を合言葉
として、地域づくり・教育に関わる新・旧若者が交流を
深め、地域の教育力を高めあう研修です。
【日 時】2 月 14 日(日)13 時～16 時 10 分
【内 容】●実践発表
「特別でとっておきの体験を」
（松山大学
V.Y.S 部）
・
「みんなで守る地域の未来プロジェク
ト～Save Our future～」(松山工業高校防災リー
ダー)・
「双海への愛と行動力」
（ふたみファン
クラブ）
●ファシリテーター
冨田 敏 氏
（まちづくり学校双海人 教頭）
【締 切】1 月 18 日（月）
【参加費】無料
【ＵＲＬ】http://chuyo-kj.esnet.ed.jp/
【申込み】E-mail か FAX にてお申込みください。
【問合先】地域教育中予ブロック集会実行委員会
担当：岡田さん
TEL:089-909-8780 / FAX:089-941-6873
E-mail:okada-makoto@pref.ehime.lg.jp

④ 県 在 宅 介 護 研 修 センター
《１》エンディングノート
～よりよい人生の締めくくりに～
最期までどう生きるか、そしてどう終わるか・・・老
後の人生を少しでもより良く過ごすための考え方を学
んでみませんか？
【日 時】 2 月 17 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分
【締 切】 1 月 27 日（水）9 時
【内 容】より良い人生の締めくくりについて

《２》徹底！転ばない足づくり
～自分で出来る転倒予防～
自分の体と足の癖を知り、転倒しにくい姿勢、歩き方
を身につけましょう！また、転倒を予防するための靴の
選び方、履き方についても一緒に学びましょう！
【日 時】 2 月 26 日（金）13 時 30 分～16 時
【内 容】転倒予防のための身体づくりや工夫を学ぶ
【締 切】 2 月 5 日（金）9 時

《１》《２》共通
【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲 9-1）
【定 員】20 名
【参加費】無料
【ＵＲＬ】https://ehime-zaitakukaigo.com/
【問合先】県在宅介護研修センター
TEL:089-914-0721/FAX:089-914-0732

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・
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助成金情報
② 社会福祉法人 中央共同募金会
赤い羽根福祉基金

① 特定非営利活動法人
コーポレートガバナンス協会
第 22 回北川奨励賞
【締 切】1 月 15 日（金）必着
【ＵＲＬ】http://www.teamcg.or.jp/
【
】所定の応募用紙に必要事項を記入し、メー
ルで送信してください。
【申込先】特定非営利活動法人
コーポレートガバナンス協会北川賞事務局
〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通 3 丁目 30
スギヤマビル 3 階 堤税理士事務所内
TEL：045-263-6965 / FAX：045-263-6966
E-mail：info@teamcg.or.jp

【締 切】1 月 18 日（月）
【ＵＲＬ】 https://www.akaihane.or.jp/news/kikin/
15942/
【
】web 応募フォームに必要事項を記入の上、
必要書類をアップロードして送信してくだ
さい。
【申込先】社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部
（赤い羽根福祉基金担当）
TEL：03-3581-3846
E-mail：kikin-oubo@c.akaihane.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。あらかじめ主催者に確認をしてください。

※ 助成金情報についてはホームページをご覧ください。

「with コロナ」に対応した地域のつながりを切らない取り組みは
「地域のお宝」です。その取り組みを地域のみんなで共有しましょう！

令和３年

１ 月 ２ ０ 日(水)
13：30～15：00

【第１部】
「つながりを切らない」全国の取り組み
講師：NPO 法人全国コミュニティライフサポートセンター
代表 池田 昌弘 氏 （Zoom 出演）

【第２部】
地域の活動（お宝）発表

参加費無料

進行：聖カタリナ大学 教授 恒吉 和徳 氏
報告：①地域の活動者および生活支援コーディネーター
②松山市社会福祉協議会の取り組み

【参加方法】
STEP①１月８日（金）までに右記２次元バーコードからお申込みください。
STEP②YouTube 視聴用 URL をご連絡します。
STEP③当日リアルタイムでご参加ください。
お申込みフォーム
【注意事項】
・視聴端末（パソコン、スマートフォン、タブレット等）は、各自でご用意ください。
・参加者側の端末設定や操作方法、WEB 環境の不具合等の問い合わせには対応しかねますのでご了承ください。
・オンライン配信内容の録画や録音、写真撮影、ダウンロードして保存することは禁止します。

【お問合せ先】
松山市社会福祉協議会 地域福祉部 地域支援課
TEL:089-941-3828 E-mail：chiiki@matsuyama-wel.jp

主催：松山市/松山市社会福祉協議会
共催：松山市地区社会福祉協議会連絡会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・

