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まつやまのボランティア情報紙

月号
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

令和２年度

災害ボランティア研修会
日 程：令和 3 年 1 月 16 日（土）13：00～（予定）
場 所：松山市総合福祉センター 1 階 大会議室
（若草町 8-2）
対 象：防災に関心がある個人・学生、ボランティア関係者、
防災士、ＮＰＯ等活動団体関係者 等
定 員：100 名
参加費：無料
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
※新型コロナウイルスの感染状況等により、変更になる場合
があります。内容等の詳細は 1 月号でお知らせします。

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 □■□■□
市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
※１月号：１２月１０日（木）・２月号：１月８日（金）
・３月号：２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
〒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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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

④ えひめだんだんパートナーズ
伴走者ボランティア募集

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 2 日（水） 18 時～21 時①
6 日（日） 9 時～17 時②
13 日（日）14 時～17 時③
20 日（日）14 時～17 時③
【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県身体障がい者福祉センター 体育館
（道後町 2 丁目 12-11）
③県立松山盲学校 体育館（久万ノ台 112）
【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】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

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どな
たも一緒に、とにかく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 13 日（日）
・27 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

② 愛媛ＦＣ
2020 愛媛 ＦＣボランティアスタッフ募集
愛媛ＦＣの試合運営をサポートしていただける方を大募
集！「この街が好き」
「交流の輪を広げたい」など、どのよ
うな参加理由でも構いません。お待ちしております。
【日 時】12 月 6 日（日）京都サンガ F.C 戦
8 時～16 時（13 時試合開始）
12 月 16 日（水）アビスパ福岡戦
13 時～22 時（19 時試合開始）
※短時間の活動可 ※軽食とお茶付き
【場 所】ニンジニアスタジアム（上野町乙 46）
【内 容】イベント補助・来場者対応等
【ＵＲＬ】
http://www.ehimefc.com/recruit/volunteer.html
【締 切】随時
【
】50 名程度
【申込先】愛媛ＦＣ事務局「愛媛ＦＣボランティア係」
TEL：089-970-0700／FAX：089-970-0701
E-mail:efcvolunteer@ehimefc.com

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】12 月 22 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】12 月 21 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/hRraxVjrQvTEjWnE8）
【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⇒

⑤ 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
【場

時】12 月 29 日（火）9 時～12 時
所】松山城登城道（丸之内）
（黒門口登城道・県庁横登城道）
【内 容】落葉掃き
【参加費】傷害保険料 100 円
【締 切】12 月 23 日（水）
【
】はがきまたはＦＡＸにて住所、氏名、年齢、
電話番号をご記入の上、お申し込みください
【その他】軍手持参、マスク着用、道具貸出
【申込先】まつやま文化財サポートの会 担当：中城さん
〒790-0925 松山市鷹子町 106-2
TEL＆FAX：089-976-8622

⑥ 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】12 月 20 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・バングラデシュの子ども
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。
【ＵＲＬ】 https://asian-kids-care.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
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⑦ 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】12 月 28 日（月）
【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）

2020． 12. 1・・・・・

② 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】
■12 月 5 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 12 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

③ 県防災危機管理課
えひめ自助・共助推進フェア
① 県社会福祉協議会
「学校×社協×地域＝“コロナ禍における”
新しい連携と協働のカタチ」
～コロナ禍でも地域とつながる福祉学習～
今、「教育現場と地域の連携」が注目されていま
す。“コロナ禍においても、学校・社協・地域の三
者による連携・協働の歩みを止めることなく、福祉
学習を推進していく必要があります。本研修会は、
「地域共生社会」及び「社会に開かれた教育課程」
の実現に向けた取り組みの充実を図ることを目的に
開催します。
【日 時】12 月 19 日（土）13 時～16 時 50 分
【場 所】県民文化会館 3 階 第 8 会議室
（道後町 2 丁目 5-1）
【定 員】70 名（定員超過の場合、お断りすることがあります）
【参加費】無料
【締 切】12 月 15 日（火）
【内 容】
講義①「コロナ禍における地域とのつながりの重要性」
講師 遠藤 敏朗 氏（愛媛大学教職大学院 特定教授）
講義②「シトラスリボンを活用した福祉学習
～新型コロナに負けないココロづくり～」
講師 前田 眞 氏（愛媛大学社会連携推進機構 教授）
その他、実践報告、事例発表など
【その他】
・マスク着用
・体調不良の方、感染拡大地域等から来県・
帰県し、2 週間を経過していない方の参
加はお控えください。
【ＵＲＬ】https://www.ehime-shakyo.or.jp/
【問合先】愛媛県ボランティア・市民活動センター
担当:谷本さん・宮崎さん
TEL:089-921-8912 / FAX:089-921-5289
E-mail:vsc@ehime-shakyo.or.jp

自助・共助の大切さについて理解を深めていただ
くため、
「えひめ自助・共助推進フェア」を開催しま
す。コロナ禍での災害の備えを考えてみませんか。
【日 時】12 月 23 日（水）13 時～16 時 30 分
体験展示ブースは 10 時～17 時
【場 所】市総合コミュニティセンター
（湊町 7 丁目 5）
【定 員】900 名（先着）
（ステージイベント）
【参加費】無料
【内 容】
○基調講演「防災報道でみんなの命を守る！」
講
師 日本テレビアナウンサー 矢島学氏
○パネルディスカッション「新型コロナ×防災」
○事例発表
愛媛県歴史文化博物館 大本敬久氏
愛媛大学防災リーダークラブ 上岡伶奈氏
○最新グッズが当たるお楽しみ抽選会
○災害時に役立つモノづくりワークショップ
○クイズラリーで防災関連賞品プレゼント
○地震体験車、大雨体験装置 他
【その他】
・マスク着用
・厚生労働省接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」
及び愛媛県独自の接触確認システム「えひ
めコロナお知らせネット」の利用にご協力
ください。
・事前申込み優先
【ＵＲＬ】https://www.pref.ehime.jp/h15350/
jijokyoujo/fair2020.html
【問合先】愛媛県防災危機管理課
TEL:089-912-2325 / FAX:089-941-2160
E-mail:bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp
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助成金情報
① 一般財団法人チャイルドライフサポートとくしま
子どもの輝く未来応援プログラム
【締 切】12 月 29 日（火）
【ＵＲＬ】https://cls-tokushima.org/index.html
【応募方法】HP の応募フォームにて仮エントリーをし、
必要書類を郵送で提出してください。
【申込先】一般財団法人チャイルドライフサポートとくしま
〒779-0113
徳島県板野郡板野町黒谷字東原 33-5

② 公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団
《1》公募福祉助成金
《2》「世界子ども救援金」
《3》「シンシア基金」
【締 切】12 月 18 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、
郵送にて提出してください。
【申込先】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

③ 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】令和 3 年 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

※ 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。

不要毛糸の回収のお知らせ

松山市総合福祉センター
一時閉館のお知らせ
本センターは、電気設備点検及びビル管理
システム更新工事により一時閉館いたします。
工事期間中、本センターへの入館は出来ま
せん。それに伴い、印刷機の利用やボランティ
ア活動保険の加入は出来なくなります。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解とご協力をお願いいたします。

みなさんのお家に使っていない毛糸はありませんか？
お預かりした毛糸はボランティアグループの手によって
新しくベストや座布団などの商品に生まれ変わります。売
却益は福祉の事業のために使われています。
買ったけどもう編み物しないし、捨てるのは勿体ない…
そんな毛糸がありましたら是非お持ちください。
【受付場所】
松山市総合福祉センター 1 階事務所
（若草町 8-2）

【期 間】

令和 3 年

2 月 6 日（土）から
2 月 17 日（水）まで
終日全館閉館

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。来年もよろしくお願いいたします。
松山市ボランティアセンター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・

