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まつやまのボランティア情報紙

５
清水小学校の中には・・・

「いきがい交流センターしみず」
という高齢者のいきいきライフを応援している
施設があり、ボランティア活動をしています。
施設を利用している高齢者と清水小学校の
子どもたちとの交流の橋渡し役として、昼休みの
見守り活動や交流授業のサポート、様々な
イベントへの参加などを行っています。
あなたも、しみずサポートボランティアの
一員になりませんか？

（

）

・継続的にボランティア活動に参加できる
・幅広い世代の方とコミュニケーションがとれる
・自分の好きなときにボランティア活動に参加できる

興味がある！気になる！と思ったら、
ぜひ見学だけでも来てみてください！
見学に来る際は、必ず下記まで連絡をお願いします。
※メールの場合は必ず件名に
「ボランティア希望の●●です」とご記入ください。

連絡先：いきがい交流センターしみず（清水町３－１５ 清水小学校北校舎２階）
E-mail：shimi zu@matsuyama-wel.jp ＴＥＬ：089-923-1355

おせったい通信原稿締切のお知らせ
※６月号：５月１０日(火）・７月号：６月１０日(金）
・８月号：７月８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（松山市社会福祉協議会 団体支援課） 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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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
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】 5 月 1 日（日） 13 時～17 時①会議室
8 日（日） 13 時～17 時①体育館
18 日（水）18 時～21 時②
22 日（日） 9 時～17 時①体育館
【場 所】①県身体障がい者福祉センター
（道後町 2 丁目 12-11）
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
【その他】①は体育館シューズが必要

2022． 5. 1・・・・・

④ 愛媛ＦＣ
2022 愛媛ＦＣボランティアスタッフ大募集！
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！「サッカーが好き」
「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】5 月 29 日（日）ヴァンラーレ八戸戦
11 時～17 時 45 分（15 時開始）
※短時間の活動可 ※軽食・飲料水付き
※試合観戦チケットプレゼント
【場 所】ニンジニアスタジアム（上野町乙 46）
【内 容】イベントの補助、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

【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

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

① お伽座
『語り日』のご案内

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】5 月 8 日（日）
・22 日（日）
各日 9 時 30 分～12 時頃（定期走行会）
毎週火曜日 19 時～（自由走行会）
【場 所】堀之内公園東側 あづまや（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

お伽座メンバーが伊予弁で昔話・民話を語る。各人
が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。
【日時・場所】
■ 5 月 7 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）
■ 5 月 14 日（土）14 時～14 時 30 分
子規記念博物館 1 階ホール
（松山市道後公園 1-30）
【参加費】無料
【問合先】お伽座 担当:兵頭さん
TEL：090-5140-6180
FAX：089-974-2590

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】5 月 27 日(金) 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】5 月 26 日（木） 【定 員】20 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。
インターネットからのお申込みも可能です。
【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

E-mail：chibimaru.0928@gmail.com

② 折り紙サークルつばき
人と人とをつなぐ“折り紙”
『折り紙自販機』の作者岡野千鶴さんを内子町から
お招きします。生活の中で楽しめる折り紙を楽しみま
せんか？皆様のご参加をお待ちしております。
【日 時】5 月 20 日（金）13 時～15 時
【場 所】市総合福祉センター 4 階 調理実習室
（若草町 8-2）
【参加費】500 円 ※材料は用意しています。
【定 員】10 名程度
【問合先】折り紙サークルつばき 宇野さん
TEL：090-5275-3021

E-mail：origami.ayap@gmail.com

申込フォーム⇒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山市ボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・
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③ 国立大洲青少年交流の家
青少年教育施設ボランティア養成講座

⑤ まつやまＮＰＯサポートセンター
初心者でも安心プチ起業講座

教育支援ボランティア活動に興味関心のある高
校生から 29 歳以下の青少年を対象に体験活動を実
施し、ボランティア活動を行うための知識や技術
を学びます。
【日 時】5 月 28 日（土）～29 日（日）
【場 所】国立大洲青少年交流の家（大洲市北只1086）
【内 容】ボランティア活動の技術や意義、安全
管理などを講義や演習を通して学ぶ
【定 員】30 名
【
】5 月 6 日（金）
【申込み】ホームページからお申込みください。
【その他】国立青少年教育施設にてボランティア
が出来る「法人ボランティア」の資格
を取得可能
【参加費】3,170 円（食事、保険代等）
【ＵＲＬ】https://ozu.niye.go.jp/
【問合先】国立大洲青少年交流の家 担当：田村さん
TEL：0893-24-5176
E-mail：ozukikaku@niye.go.jp

自分の趣味や特技を活かしてプチ起業をするため
の、心構えや具体的な方法を学ぶセミナーを開催しま
す。

④ 愛媛県美術館
第９期作品ガイドボランティア募集
愛媛県美術館にて対話型鑑賞の進行役を務める作品
ガイドボランティア募集をいたします。私たちと一緒
に「みる」ことを楽しんでいきませんか？
【日 時】令和 4 年 6 月 19 日～令和 5 年 2 月 12 日
10 時～12 時
（毎月１回程度、日曜日、全 10 回）
【場 所】県美術館（堀之内）
【内 容】コレクション展・企画展や出前授業等にお
いて、一般の鑑賞者や学校団体の児童生徒
を対象に対話型鑑賞の考え方に基づいた鑑
賞プログラムを実施します。
【定 員】5 名
【締 切】5 月 15 日（日）必着
【申込み】5 月 8 日（日）に開催される説明会で配布さ
れる応募用紙にてお申込みください。
【その他】満 18 歳以上の方
【ＵＲＬ】https://www.ehime-art.jp/blog/?p=2636
【問合先】県美術館 作品ガイドボランティア担当
〒790-0007
松山市堀之内 愛媛県美術館
TEL：089-932-0010 / FAX：089-932-0511

お知らせ
ボランティアさんを募集したい！イベントの周知を
したい！という方は、ぜひボランティアセンターまで
ご相談ください。
令和３年度活動報告書をまだ提出していない
ボランティア団体さんは、お早めにご提出ください。
（〆切 ６/24）

【日
【場
【内

時】5 月 20 日（金）14 時～16 時
所】オンライン開催（ZOOM）
容】①プチ起業を始めるための心構え
②プチ起業のためのしくみづくり
③先輩の話
【定 員】20 名（先着順）
【締 切】5 月 18 日（水）
【申込み】申込フォームにてお申し込みください。
（https://forms.gle/KLwLGUnT1K5hXTFQ8）
【ＵＲＬ】
http://www.npo.coms.or.jp/business/kouza.html
【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

⑥

県在宅介護研修センター

①〈動画配信〉簡単ストレッチで介護予防！
ストレッチによって可動域が広がることで生活動作
が楽になり、心も身体も健康になります。誰でも取り
組める簡単ストレッチで、介護を予防しましょう！
【
】5 月 23 日（月）～5 月 29 日（日）
【内 容】介護予防に役立つストレッチを学ぶ講座。
【締 切】5 月 16 日（月）
【申込み】ホームページからお申込みください。

②レクリエーションで心も身体も健康に！
コロナ禍でも心と身体の健康を保つために、ソーシ
ャルディスタンスの要素を取り入れたレクリエーショ
ンを学んでみませんか？
【日 時】6 月 3 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分
【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲 9-1）
【内 容】コロナ禍でもできるレクリエーションを
学ぶ講座
【定 員】15 名
【締 切】5 月 13 日（金）午前 9 時
【申込み】電話・ＦＡＸ・ホームページからお申込み
ください。

①②共通
【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

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。あらかじめご了承ください。
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助成金情報
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③ 公益財団法人大同生命厚生事業団
≪１≫シニアボランティア活動助成
≪２≫ビジネスパーソンボランティア活動助成
≪１≫≪２≫共通

① 24 時間テレビチャリティー委員会
） 「24 時間テレビ」45 福祉車両寄贈
【締 切】5 月 20 日（金）（必着）
【ＵＲＬ】https://www.24hourtv.or.jp/
【応募方法】所定の申請書に必要事項を記入し折らず
に封筒に入れ、下記まで郵送にて提出し
てください。同一法人・グループ内で複
数の申込みがあった場合及び 2017 年度
以降に新車の贈呈を受けている団体・個
人は審査対象外となります。
【申込先】日本テレビ「24 時間テレビ」
福祉車両係（福祉車両・電動車いすの場合）
福祉サポート車係（福祉サポート車の場合）
〒105-7444 東京都港区東新橋 1-6-1

【締 切】5 月 25 日（水）（消印有効）
【ＵＲＬ】https://www.daido-life-welfare.or.jp/
【
】所定の申請書に必要事項を記入の上、郵送
してください。
【申込先】公益財団法人大同生命厚生事業団 事務局
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1 丁目 2-1
大同生命大阪本社ビル内
TEL:06-6447-7101／FAX:06-6447-7102

④ 公益財団法人みずほ教育福祉財団
≪１≫第 39 回「老後を豊かにする
ボランティア活動資金助成事業」
【締

② 一般財団法人日本おもちゃ図書館財団
２０２２年度 既設のおもちゃ図書館に
おもちゃセット助成事業
【締 切】5 月 20 日（金）
（必着）
【ＵＲＬ】http://www.toylib.or.jp
【応募方法】所定の申請書に必要事項を記入し下記まで
郵送にて提出してください。
【申込先】一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団
〒108-0014
東京都港区芝 5-31-15
センチュリー三田ビル 7 階
TEL：03-6435-2842 / FAX：03-6435-2843

※ 助成金情報についてはホームページをご覧ください。

切】5 月 20 日（金）（必着）

≪２≫第 20 回
「配食用小型電気自動車寄贈事業」
【締

切】6 月 10 日（金）（必着）

≪１≫≪２≫共通
【ＵＲＬ】http://www.mizuho-ewf.or.jp
【
】所定の申請書に必要事項を記入の上、都道
府県・指定都市または市区町村社会福祉協
議会の推薦を受けて郵送してください。
《2》のみ全国食支援活動協力会の推薦も可
【申込先】公益財団法人みずほ教育福祉財団
福祉事業部
〒100-0005
東京都千代田区丸の内 1-6-1
丸の内センタービルディング
TEL:03-5288-5903 / FAX:03-5288-3132
E-mail:fjp36105@nifty.com

松山市総合福祉センターに
を設置しました！
【収 集 物】 プルタブ・エコキャップ
【設置場所】 市総合福祉センター１階 ロータリー 入口横
【収集時間】 開館日の９時～１７時
※上記時間以外は窓口までお持ちください。
≪ お願い ≫
プルタブ・エコキャップ以外のものは入れないでください。
エコキャップはきれいにしてから収集してください。

<< 令和３年度 収集実績 >>
エコキャップ
プルタブ
２,５２０ｋｇ
１４６ｋｇ
（約２９0,０００個）（45L ゴミ袋 約 360 袋分）
ご協力ありがとうございました！
換金
10,900 円

『収集ボランティア』
普段何気なく捨ててしまっているものを地域福祉活動や
発展途上国の支援などに役立てます。ちいさなやさしさ
も集まれば大きな力になります。今日からできるボラン
ティア始めてみませんか？

ボランティアセンターでは、古切手・ベルマーク・毛糸・入れ歯も収集しています。
収集ボランティアについての詳細は、市社会福祉協議会 HP をご覧いただくか、表紙下部に記載している
ボランティアセンターお問い合わせ先までご連絡ください。

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

