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まつやまのボランティア情報紙

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

令和３年１０月１０日（日） ９時３０分～１１時
市総合福祉センター １階 大会議室 （若草町 8-2）
アドバイザー：松山市在宅医療支援センター 髙須賀 紀子
主催：松山市ボランティア連絡協議会

氏

協力：松山市ボランティアセンター

申込締切：令和３年１０月６日（水）までに下記までご連絡ください。
お申込み
・
お問合わせ

松山市ボランティア連絡協議会 （担当：金村さん）
E-mail：matsuyamabora@gmail.com / TEL：090-1574-5776

① えひめだんだんパートナーズ
伴走者ボランティア募集

② 愛媛ＦＣ
2021 愛媛ＦＣボランティアスタッフ大募集！

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】10 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～）
【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

ホームゲームで試合運営をサポートしていただける方
を大募集します！「この街が好き」
「交流の輪を広げた
い」など、どのような参加理由でもかまいません。
【日 時】 10 月 10 日（日）FC 琉球戦
12 時～18 時 45 分（16 時開始）
30 日（土）京都サンガ F.C.戦
10 時～16 時 45 分（14 時開始）
※短時間の活動可 ※軽食・お茶付き
【場 所】ニンジニアスタジアム（上野町乙 46）
【内 容】試合の準備や撤収、入場口での来場者対応 等
【ＵＲＬ】
http://www.ehimefc.com/recruit/volunteer.html
【締 切】随時
【
】50 名程度
【問合先】愛媛ＦＣ事務局「愛媛ＦＣボランティア係」
TEL：089-927-0808 / FAX：089-927-0153
E-mail：efcvolunteer@ehimefc.com

おせったい通信原稿締切のお知らせ
※11 月号：10 月８日(金）・12 月号：11 月 10 日(水）・１月号：12 月 10 日(金)
※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 （地域支援課）
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
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④
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。ま
た、語りに関心のある方はご連絡ください。
【日時・場所】
■ 10 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）
【参加費】無料
【問合先】お伽座 担当:岸本さん
TEL/FAX：089-932-6428
０080-1990-3461

② 愛媛いのちの電話
自殺予防公開講演会
著名なノンフィクション作家である柳田邦男氏を
講師に迎え公開講演会を開催します。
【日 時】10 月 16 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
（13 時開場）
【場 所】県民文化会館 サブホール
（道後町 2 丁目 5-1)
【演 題】かけがえのない「今」の意味
～人生で学んできたこと～
【定 員】250 名（先着）
【申込み】
「公開講演会」
、氏名（ふりがな）
、電話番
号、住所（郵便番号）
、希望人数を明記の
うえ、はがき、FAX、メールにてお申込み
ください。
【ＵＲＬ】http://www.e-inochi.jp/
【参加費】無料
【問合先】社会福祉法人 愛媛いのちの電話 事務局
〒790-8691
松山中央郵便局私書箱 158 号
TEL：089-958-2000 / FAX：089-958-2014
E-mail：ehime-1111@e-inochi.jp

③

松山市ボランティア連絡協議会
シャッフルボラタイム
（食いしん坊集合！～愛媛のグルメ大公開～）

この企画は感染予防対策を取った上で行うミニ交流
会です。
【日 時】10 月 23 日（土）10 時～
【場 所】市総合福祉センター 3 階作業室
（若草町 8-2）
【内 容】ミニ交流会
【定 員】5 名（1 名以下の場合延期）
【締 切】10 月 15 日（金） 【参加費】無料
【問合先】松山市ボランティア連絡協議会
担当：金村さん
TEL:090-1574-5776
E-mail:matsuyamabora@gmail.com
本紙掲載の情報は、新型コロナウイルス感染拡大状況等
によっては、延期または中止となる可能性があります。
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まつやまＮＰＯサポートセンター
NPO 法人会計基礎講座

NPO の会計に関して理解が充分に進んでいない方を
対象に、必要な日々の会計作業の一連の流れを理解
し、実践できるようにする講座です。
【日 時】10 月 24 日（日）14 時～16 時
【場 所】コムズ 3 階 会議室 2（三番町 6-4-20）
【内 容】NPO 会計の基礎、会計処理等
【定 員】20 名
【締 切】10 月 21 日（木）
【申込み】メール、FAX、申込用紙の持参、申込フォ
ーム（https://forms.gle/icaNeWChew
KXKs6i9）にてお申し込みください。
【ＵＲＬ】http://www.npo.coms.or.jp/
【参加費】無料
【その他】電卓、筆記用具をご持参ください。
【問合先】まつやま NPO サポートセンター
TEL：089-943-5790 / FAX：089-943-5796
E-mail:pico@npo.coms.or.jp

⑤ 県在宅介護研修センター
《１》〈動画配信〉認知症を理解しましょう
認知症になられた方は、何もかもわからなくなって
いるわけではありません。共に暮らし続けるためのヒ
ントをこの講座で学んでみませんか？
【
】10 月 18 日（月）～10 月 24 日（日）
【内 容】認知症について理解を深めるための講座
（オンライン配信）（約 1 時間）
【締 切】10 月 11 日（月）
【申込み】ＨＰからお申込みください。

《２》成年後見制度を学びましょう！
成年後見制度の概要と実例について、成年後見人と
して活動している講師が分かりやすくお話します。ご
自身や大切な身内のために学んでみませんか？
【日 時】11 月 4 日（木）13 時 30 分～16 時 30 分
【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲 9-1）
【内 容】成年後見制度の概要と実例を学ぶための講座
【定 員】30 名
【締 切】10 月 14 日（木）9 時
【申込み】電話・FAX・HP からお申込みください。

《１》《２》共通
【ＵＲＬ】https://ehime-zaitakukaigo.com/
【参加費】無料
【問合先】愛媛県在宅介護研修センター
TEL：089-914-0721 / FAX：089-914-0732
例年、多くのボランティアさんにご参加いただいている
以下のイベントは新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止となっております。

〇赤い羽根共同募金 街頭募金
〇若草福祉まつり
〇松山市障がい者ふれあいスポーツ大会
ご理解いただきますよう、お願いいたします。
※ 助成金情報についてはホームページをご覧ください。

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

