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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 （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 
 

おせったい通信原稿締切のお知らせ 
※１月号：12 月 10日(金）・２月号：１月７日(金）・３月号：２月 10日(木) 

 

※皆さまからの情報提供をお待ちしております！！

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、予定を変更する可能性がございますのであらかじめご了承ください。 

申込フォーム 

mailto:vc@matsuyama-wel.jp
http://www.matsuyama-wel.jp/vc/
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 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 1 日（水） 18 時～21 時① 

5 日（日） 13 時 30 分～17時② 
12 日（日）  9 時～17 時③ 
26 日（日） 13 時 30 分～17 時② 

【場 所】①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） 

②県立松山盲学校 体育館（久万ノ台 112） 

③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】②、③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 

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 

  
 
 
 
 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 12 日（日）・26 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】 

【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 

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/ 

 

 

  
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） 

【内 容】資料の整理、昼食配膳等の手伝い、軽作業 

【締 切】12 月 28 日（火） 

【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） 

③ 市身体障がい者協会 

  作業ボランティア募集 

 ⑥ NPO法人チャリティーサンタ愛媛支部  
チャリティーサンタ ボランティア募集  

クリスマスイブに子どもたちのお家へプレゼント
を届けるサンタクロースのお手伝いをしてくれる方
を募集します。 

【日 時】12 月 24 日（金）15 時～22 時 

【場 所】松山市内 等 

【内 容】サンタクロースのお手伝い全般 

     ※秘密の内容もあります。 

【締 切】12 月 10 日（金） 

【定 員】30 名程度 

【ＵＲＬ】https://www.charity-santa.com/ 

【その他】事前にオンライン講習会の参加が必要です。 

      途中参加を希望の方はご連絡ください。 

【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 

 

 ④ 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～ 

ボランティアスタッフ募集   
「生きセン」の子ども食堂は、地域シルバー食堂

(低額)も併設した、民間飲食店発の自主的・自発的
な取組みで、こども・お年寄りの孤食をなくそうと
障がいを持つ代表が開催しています。 

【日 時】12 月 19 日（日）11 時～14 時 

【場 所】市総合福祉センター 4 階 調理実習室 

（若草町 8-2） 

【内 容】子どもの見守り、配膳 等 

【定 員】5 名程度 

【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 

 

 

【 】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 

⑤ 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 19 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】ブータン、マリ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、バック、ピアニカ、 

ボール等をご持参ください。 

【ＵＲＬ】https://asian-kids-care.com/ 

 

 

ボランティア参加は 

定員となりました。 

（見学は可） 

http://www.irasutoya.com/2012/07/blog-post_4323.html
http://1.bp.blogspot.com/-suW207KPot0/U5hUbLE46gI/AAAAAAAAhJE/cLp8rc7SFZw/s800/envelop_paper.png
https://www.charity-santa.com/
http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_5409.html
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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】 
■ 12 月  4 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） 
■ 12 月 11 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  

①  お伽座 

【問合先】お伽座 担当:岸本さん 

TEL/FAX：089-932-6428 

TEL：080-1990-3461 

 

『語り日』のご案内 

           
パソコンボランティア＆養成講習会 参加者募集 

パソコンに習熟し障がいのある方への支援に熱意の

ある方で、当センターが実施する養成講習会を修了し

た方、または同等の知識・技術をお持ちの方のパソコ

ンボランティア及び養成講習会の参加者を募集します。 

【日 時】12 月 25 日（土）・26 日（日）10 時～16 時 

【場 所】県視聴覚福祉センター 3 階 会議室 

     （本町 6 丁目 11-5） 

【内 容】障がい者に対するパソコンボランティア活 

動の概要や障がいに応じたパソコン操作 

方法、支援の実際等 

【対 象】ボランティア活動に意欲のある方で、パソ

コンでのメール連絡が可能な人 

【定 員】10 名（書類選考の上） 

【参加費】無料 【締 切】12 月 8 日（水） 

【申込み】所定の用紙に必要事項を記入し、下記まで

提出してください。 

⑦ 愛媛県視覚障害者協会 

【問合先】県視覚障害者協会・パソコンボランティア係 

     〒790-0811 

本町 6 丁目 11-5 県視聴覚福祉センター内 

TEL：089-989-7065 / FAX：089-926-2233 

E-mail：pasovo@eye-talk.sakura.ne.jp 

 
  
 
  

      

② 日本チャリティショップ・ネットワーク  
市民講座 in 宇和島＆松山 

チャリティショップを知ろう！ 

チャリティショップは、不用品リユース（再使用）

の受け皿、非営利団体の資金獲得、情報発信の場、市

民のボランティア活動の場として期待されています。 

【日 時】12 月 18 日（土）13 時 30 分～16 時① 

     12 月 19 日（日）13 時 30 分～16 時② 

【場 所】①宇和島市青少年市民協働センター 

（ホリバタ）多目的室 

（宇和島市堀端町 1-25 中央公民館内） 

②オーガニックカフェ 野芹 2 階 会議室 

（二番町 3 丁目 7-14） 

【内 容】チャリティショップとは、チャリティショ

ップの紹介、質疑応答 

【定 員】20 名程度（先着） 

【締 切】12 月 10 日（金） 

【申込み】電話またはメールにて氏名、連絡先、所属、 

聞きたいこと（あれば）を記載してお申込

みください。 

【参加費】無料 

【ＵＲＬ】http://charityshop.jp 

【問合先】日本チャリティショップ・ネットワーク 

     TEL：090-8971-5000 

          E-mail:jcsn.event@gmail.com 

      

 ⑧ 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(水) 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（木） 

【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 

 ⑨ NPO法人 Café de 寺子屋 愛媛支部  
   学生ボランティアメンバー募集   
 NPO 法人 Café de 寺子屋は、カフェを空き時間に

お借りして、大学生が小学生～高校生の自主学習を

サポートする団体です。愛媛で寺子屋を開設するた

めの学生メンバーを募集しています。 

【内 容】ご協力いただけるカフェ探し、保護者向け

の説明会の開催、学習サポート等々 

【問合先】NPO 法人 Café de 寺子屋 愛媛支部 

     E-mail：info@cafe-de-terakoya.or.jp 

          Twitter/instagram：@cafede_terakoya 

全血液型の血液在庫が不足しています。 
輸血を待つ患者さん を助けて く だ さ い 。 

献血のご協力をお願いいたします！ 

【日時】  令和３年１２月１６日 （木） 

14 時 30 分～16 時 30 分 

【場所】  松山市総合福祉センター（若草町 8-2）  
【献血についてのお問い合わせ】 

愛媛県赤十字血液センター 

TEL：089-973-0755 
※荒天の場合、またはその影響等により、中止とさせていただく場合がございます。 

400ml 献血をお願いしています。 

本年もおせったい通信をご覧いただき 
ありがとうございました。 
2022 年もよろしくお願いいたします。 

https://3.bp.blogspot.com/-LsO5L9qhYSM/U9y_Ur1kljI/AAAAAAAAjaw/Hq67ktTqOpM/s800/pasokon_kyoushitsu.png
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《１》2021 年度「公募福祉助成金」 

 
《２》2021 年度「世界子ども救援金」 

《３》2021 年度「シンシア基金」 
【締 切】12 月 17 日（金）必着 

【ＵＲＬ】 

https://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/ 

【 】所定の申請書に必要書類を添付して郵送にて

提出してください。 

【申込先】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 

 

① 公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団 

            
《１》〈動画配信〉誤嚥性肺炎を予防しよう  
 高齢者の死亡原因として上位にある誤嚥性肺炎。そ

の誤嚥性肺炎の予防には口腔ケアがとても効果的で

す。この講座で正しい口腔ケアを学びましょう。 

【 】12 月 20 日（月）～12 月 26 日（日） 

【内 容】誤嚥性肺炎の予防法を学ぶための講座 

【締 切】12 月 13 日（月） 

【申込み】ＨＰからお申込みください。 
 
《２》視覚障がいの理解とコミュニケーション 
  ～目の不自由さを体験して学びましょう～   
視覚障がいのある方の不自由さや心理について学

び、外出時のお困りの際に手助けができるようなサポ
ート方法を会得してみませんか。 

【日 時】1 月 13 日（木）13 時 30 分～15 時 30 分 

【内 容】視覚障がいへの理解とサポート方法を学ぶ

ための講座 

【定 員】20 名 

【締 切】12 月 23 日（木）午前 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 

④ 県在宅介護研修センター 

 ※ 助成金情報についてはホームページをご覧ください。 

 
《１》NPO の助成金チャレンジ講座 
市民活動で必要なお金。その獲得方法のひとつに

助成金があります。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 24 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分 

【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、助成

金の事例、申請書作成ワークショップ 

【締 切】12 月 15 日（水）  

【申込み】メール、FAX、申込書の持参、 

申込フォームにてお申し込みください。 

（https://forms.gle/twiN9RjkhkQphgW67）  
【その他】筆記用具をご持参ください。 
 
 《２》NPO 法人設立講座 
 NPO 法人格取得の段取りや他法人格との比較検討、

どんな書類を、いつ、どのように作成しなければな

らないのかについて実際の申請書類をもとに解説。

皆さんの疑問を解決いたします。 

【日 時】1 月 23 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分① 

     1 月 30 日（日）13 時 30 分～16 時② 

【場 所】オンライン会場 

【内 容】①「法人設立に関する基礎講座」 

     ②「具体的な申請書類作成のコツ」 

【締 切】①1 月 16 日（日） 

     ②1 月 23 日（日） 

【申込み】メール、FAX、申込書の持参、 

申込フォームにてお申し込みください。 

（https://forms.gle/Hxixp7Fhg5aDMZGT8） 
 
《１》《２》共通 
【定 員】各回 20 名（先着、1 団体 3 人まで） 

【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 

     TEL：089-943-5790 / FAX：089-943-5796 

     E-mail:pico@npo.coms.or.jp 

 

⑤ まつやまＮＰＯサポートセンター 

助成金情報 

 
  
 
  
 SNS をボランティア活動に取り入れて、活用して

みませんか？最近の広報活動について学ぶ。 

【日 時】12 月 18 日（土）9 時 30 分～11 時 

【場 所】市ハーモニープラザ 3 階 多目的室 1 

     （若草町 8-3） 

【内 容】SNS を使った広報の方法について学ぶ。 

【定 員】20 名程度 

【締 切】12 月 13 日（月） 

【申込み】電話・メールにてお申込みください。 

【参加費】無料 

【ＵＲＬ】http://matsuyama-vol.jp/ 

【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 
      

③ 松山市ボランティア連絡協議会  
ボランティア活動に SNS を活用しよう！ 
    ～最新の情報拡散方法は！？～ 

「呪術廻戦 ０」（12 月 24 日公開）× 

赤い羽根共同募金コラボレーション 
本コラボレーションをきっかけとして、
これからの未来を支える若い世代の
方々に「赤い羽根共同募金」に関心
を持っていただくこと、また地域での
支えあい活動を若い世代から盛り上
げて安心して暮らすことのできる地
域を目指すことを目的に実施するも
のです。 
総合福祉センター１階にて、200 円
以上募金していただいた方にクリア
ファイルを 1 枚進呈します。 
（数に限りがあります。） 
 

【問合先】 
松山市共同募金会 
TEL:089-941-7644 
FAX:089-941-4408 


