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まつやまの
ボランティア
情 報 紙

月号

「ちりも積もれば山となる」ということわざのように、みんなの小さなやさしさが集まれば、
大きな力に変わります。お家でエコキャップ・プルタブ・古切手・ベルマーク・入れ歯などの
収集ボランティアをしてみませんか。
収集物の活用については裏表紙をご確認ください。

日 時：１0 月 1４日（水）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）
締 切：１0 月 13 日（火）
人 数：10 名程度
申込み：下記ボランティアセンターへ電話、メール、FAX 等で
お申込みください。
または、インターネットの専用申込みフォームから応募も可。
https://forms.gle/mxmeSRCU4Af2MymcA

おせったい通信の郵送に関するお知らせ（個人ボランティア登録の方）
いつもおせったい通信をご愛読いただきありがとうございます。郵送をご希望いただいている個人ボランティアの皆様には、
毎月おせったい通信を郵送させていただいておりましたが、経費節減の一環として令和 3 年 3 月号をもちまして郵送を停止
させていただくこととなりました。楽しみにお待ちいただいていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご了承いただきますようお
願い申し上げます。なお、下記窓口では引き続き設置しています。また、掲載情報は松山市ボランティアセンターホームペー
ジや公式 LINE でも発信してまいりますのでより一層ご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
□■□■□ おせったい通信設置箇所 □■□■□
社会福祉協議会本所・北条支所・余土支所・中島支所・いきがい交流センターしみず・松山市役所・各支所・北条公民館（北条
コミュニティセンター）・中央図書館・高島屋（市民サービスセンター）・松山三越（市民サービスセンター）・フジグラン松山（市民サ
ービスセンター）・県社会福祉協議会（ボランティアセンター掲示欄）・まつやま NPO サポートセンター

おせったい通信原稿締切のお知らせ
※１１月号：１０月９日（金）
・ １２月号：１１月１０日（火）
・１月号：１２月１０日（木）
※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 （地域福祉部ボランティア活動推進課）
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
LINE
Tel 089-921-2141
Fax 089-921-8360
E-maiｌ vc@matsuyama-wel.jp
Web アドレス http://www.matsuyama-wel.jp/vc/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・
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① 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、支援物資を
収集・荷造りします。私たちのまごころを添え、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】10 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】インドの子どもたちに送る荷づくり
【その他】マスク持参・駐車場有り
できれば夏物衣類、文房具、ピアニカ、
ボール等をご持参ください。
https://asian-kids-care.com/
【ＵＲＬ】
【
】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

② Drop Kick
和服でゴミ拾い
何か始めたい、貢献したいなど参加理由は何でも大
丈夫です！和服を着て非日常を感じてみませんか。
【日 時】 10 月 18 日（日）10 時～12 時
【場 所】 立岩海水浴場（モンチッチ海岸）
（下難波）
【内 容】 和服を着てゴミ拾い
【定 員】 10 名
【ＵＲＬ】 https://dropkickehime.wixsite.com/dropkick
【締 切】 10 月 17 日（土）
【問合先】 Drop Kick 担当：武智さん
E-mail:dropkickehime@gmail.com
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③ 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】10 月 4 日（日）14 時～17 時①
11 日（日）14 時～17 時①
18 日（日）14 時～17 時①
28 日（水）18 時～21 時②
【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）
【内 容】審判等のお手伝い 【
】数名
【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：nose.takeshi@violet.plala.or.jp

④ 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】10 月 31 日（土）
【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）

① 「訪問カレッジ・オープンカレッジ ＠愛媛大学」ボランティアセンター
重度重複障がい者の「訪問カレッジ」
ボランティア養成講座【オンライン開催】
重度重複障がい者の自宅等に足を運び、学習機会を提供す
る「訪問カレッジ」
。まずはオンライン養成講座（入門編）
を受講してみませんか。必要な資格・経験はありませんが、
特に退職後の特別支援学校教諭・福祉施設職員、現職の保健
医療福祉領域の専門家の方など、専門知識のある方は大歓迎
です。
【日 時】受講者の好きなタイミングで受講可能
【締 切】随時
【参加費】無料

【内

容】
「訪問カレッジ（出張授業）」は、学校卒業後
の「日中活動（特に生涯学習）の場・機会」
のない方たちを対象として、利用者の自宅や
病院・施設等を訪問し、利用者の希望する学
習活動を一緒に行う活動です。
【ＵＲＬ】https://karilab.jp/syogai_gakusyu/
【問合先】
「訪問カレッジ・オープンカレッジ
＠愛媛大学」ボランティアセンター
担当：村上さん

Tel&Fax:089-927-9517
E-mail:houmon.college@ed.ehime-u.ac.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・
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② まつやま NPO サポートセンター
《１》初心者でも大丈夫「プチ起業」セミナー
自分の趣味や特技を活かして、お金儲けだけが目的で
はない、プチ起業をするための心構えや具体的な方法を
学ぶ 1 日セミナーを開催します。
【日 時】①11 月 1 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
②11 月 7 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
【内 容】①プチ起業を始めるための心構えと
ゲストスピーカーによる体験談
②プチ起業のためのしくみづくりと
商品プランの作り方
【締 切】①10 月 27 日（火）
②11 月 3 日（火）
【ＵＲＬ】https://bit.ly/32f1NHL
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《2》NPO のはじめかた講座
セカンドライフを充実させたい、仕事や生活以外
で「自分らしさ」を発揮したいアナタ。NPO を運営す
ることで、思いをカタチにしてみませんか。
【日 時】11 月 14 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
【内 容】
・NPO の基礎知識
・NPO の設立方法
・ゲストスピーカーによる講話
【締 切】11 月 7 日（土）
【ＵＲＬ】http://urx.space/Xwy6

《3》チラシづくり講座

《１》《２》《3》共通

団体の活動を広く知ってもらうためには、広報の知識
が欠かせません。イベント開催時などに必要になる“チ
ラシづくり”を広報のプロから学ぶ講座を開催します。
【日 時】11 月 28 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
【内 容】
・チラシ作りの基礎知識
・チラシのビフォー・アフター
・チラシのデザインをしてみよう
【締 切】11 月 21 日（土）
【ＵＲＬ】http://bit.ly/2YRKSdp

【受講方法】オンライン講座
※お申込みのメールアドレスに開催前々日
までにＵＲＬをお送りします
【定
員】20 名（先着）
ただし、
《2》は 1 グループ 3 名まで
《3》は 1 グループ 2 名まで
【参 加 費】無料
【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

③ 県在宅介護研修センター
《１》【男性限定講座】介護版男性専科②
～認知症を理解しましょう～
「認知症の方への接し方が分からない」と悩んで
いる男性も多いと思います。この講座で「認知症」
を理解して、接し方のヒントを学んでみませんか。
【日 時】11 月 14 日（土）10 時～12 時
【内 容】男性限定の認知症に関する講座
【締 切】10 月 23 日（金）午前 9 時

《2》介護保険のしくみと、その利用・活用法
介護保険の利用の仕方で後悔したくない人も、
心の準備をしておきたい人も、一緒に介護保険の上
手な活用法を学んでみませんか。
【日 時】11 月 17 日（火）13 時 30 分～16 時
【内 容】介護保険の仕組みと利用・活用法
【締 切】10 月 27 日（火）午前 9 時

④ 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。
【場 所・日 時】
■坂の上の雲ミュージアム 2 階ホール
（一番町 3 丁目 20）
10 月 3 日（土）14 時～14 時 30 分
■子規記念博物館（道後公園 1－30）
10 月 10 日（土）14 時～14 時 30 分
【問合先】お伽座 担当:岸本さん
T e l&Fax: 0 8 9 -9 3 2 - 6 4 2 8
080-1990-3461

《3》楽しく元気になるレクリエーション
レクリエーションの進め方やゲームの展開方法な
ど、より楽しく元気になるレクリエーションの技術
やコツを学んでみませんか。
【日 時】11 月 24 日（火）13 時 30 分～15 時 30 分
【内 容】楽しく元気になるレクリエーションの技術・コツ
【締 切】11 月 4 日（水）午前 9 時

《１》《２》《3》共通
【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲9-1）
【定 員】20 名（応募多数抽選）【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

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。
※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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助成金情報
① 日本郵便株式会社
2021 年度年賀寄付金配分団体の公募

③ 公益財団法人 キリン福祉財団
《1》令和 3 年度
「キリン・地域のちから応援事業」

【締 切】11 月 6 日（金）
（当日消印有効）
【ＵＲＬ】https://www.post.japanpost.jp/kifu/
【
】事業を所管する大臣または都道府県
知事等の意見書が必要。所定の申請
書に記入の上、特定記録郵便、簡易
書留郵便、レターパックのいずれか
の方法で提出してください。
【申込先】日本郵便株式会社 総務部内
年賀寄付金事務局
〒100-8792
東京都千代田区大手町 2 丁目 3-1
大手町プレイスウエストタワー
Tel:03-3477-0567

【ＵＲＬ】 https://www.kirinholdings.co.jp/

foundation/subsidy/r3/index.html

《2》令和 3 年度
「キリン・福祉のちから応援事業」
【ＵＲＬ】https://www.kirinholdings.co.jp/
foundation/subsidy/r3/fukushi.html

《１》《２》共通
【

】社会福祉協議会、ボランティアセンタ
ー、学校、行政等の団体外かつ利害関
係がない団体からの推薦コメントが必
要。所定の申請書に記入の上、郵送に
て提出してください。
【締 切】10 月 31 日（土）
（当日消印有効）
【申込先】公益財団法人
キリン福祉財団 事務局
担当：北村さん・太田さん
〒164-0001
東京都中野区中野 4 丁目 10-2
中野セントラルパークサウス
Tel:03-6837-7013 / Fax:03-5343-1093
E-mail:fukushizaidan@kirin.co.jp

② 公益財団法人
石本記念デサントスポーツ科学振興財団
2021
年度年賀寄付金配分団体の公募
第
43 回（2021
年度）公益財団法人
石本記念デサントスポーツ科学振興財団
学術研究募集
【締 切】11 月 6 日（金）
（当日消印有効）
【ＵＲＬ】 http://www.descente.co.jp/ishimoto/
【
】所定の用紙（Ｂ4）に必要事項を記入
し、郵送にて提出してください。
【申込先】公益財団法人 石本記念デサント
スポーツ科学振興財団 編集局
〒567-0086
大阪府茨木市彩都やまぶき 2-3-2
デサントジャパン㈱ DISC OSAKA 内
Tel:072-649-0910 / Fax:072-649-0920
E-mail:zaidan@descente.co.jp

※助成金情報についてはホームページをご覧ください。

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。

収集ボランティア
古切手
知的障がい者の
社会参加の支援 等

ベルマーク
東日本大震災
被災校の支援 等

プルタブ
福祉教育等のための
資機材の購入

エコキャップ
売却益をＮＰＯ法人世
界の子どもにワクチン
を へ寄付
等

入れ歯
世界の恵まれない子
どもたちへの支援や福
祉事業 等

皆様からお預かりした物は
このように役立てられています。

集めていただいたものは市総合福祉センター（若草町 8-2）で受け付けています。
皆様のご協力をお待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・

