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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 
※９月号：８月 10日(火）・10月号：９月 10日(金）・11 月号：10月８日(金) 

 

※皆さまからの情報提供をお待ちしております！！

コミュニケーション 
スキルアップ講座 

令和３年９月１６日（木）～令和４年３月１７日（木） 

１９時～２０時３０分 ［ 全 ２０ 回 ］ 

松山市総合福祉センター １階 大会議室 （若草町 8-2） 

松山市内に住所または勤務先等があり、 

コミュニケーションのスキルアップに興味のある方 

40 名(抽選) 

コミュニケーションスキルについて、「傾聴技術」や「心理学」の観点から学習します。  
学んだスキルを、地域活動やボランティア等で活かしてみませんか？  

開催期間 

定 員 受講料 10,000 円（全２０回分） 

締 切 令和３年８月２３日（月）必着（参加可否は文書にて通知） 

申込方法 
氏名（ふりがな）・住所・電話番号・職業（学校・学年）を明記のうえ、 

ＦＡＸ・Ｅ－ｍａｉｌ・ハガキまたは申込フォームよりお申込みください。 

申込先 

〒７９０－０８０８ 

松山市若草町８－２ 松山市総合福祉センター 

松山市社会福祉協議会 総務部 施設管理課 

ＴＥＬ：０８９－９２１－２１１１ ＦＡＸ：０８９－９４１－４４０８ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｅｎｔｅｒ＠ｍａｔｓｕｙａｍａ－ｗｅｌ．ｊｐ 
 

対 象 

場 所 

 こちらから 
お申込み 
できます。 

問合先 
＆ 

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】8 月  1 日（日） 13 時～17 時① 

5 日（木）18 時～21 時② 
        22 日（日）13 時 30 分～17 時② 
        29 日（日）13 時 30 分～17 時③ 

【場 所】①県身体障がい者福祉センター 体育館 

      （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） 

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】①、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.plara.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】8 月 8 日（日）・22 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/ 

 

             
 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】 8 月 15 日（日）ギラヴァンツ北九州戦 

         15 時～21 時 45 分（19 時開始） 

        29 日（日）栃木 SC 戦 

         15 時～21 時 45 分（19 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 

 

④  愛媛ＦＣ 
2021愛媛ＦＣボランティアスタッフ大募集！ 

 

  
 
  
   
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】 
■ 8 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） 
■ 8 月 14 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 

080-1990-3461 

 

 『語り日』のご案内 

 

  
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】8 月 31 日（火） 

【対 象】社会人の方 

【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） 

③ 市身体障がい者協会 

  作業ボランティア募集 

 ⑤ 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】8 月 26 日(木) 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】8 月 25 日（水） 

【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お申込みも可能

です。 

（ＵＲＬ：https://forms.gle/YaVtr7YQmMH97oMLA）

【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。⇒ 

 

http://www.irasutoya.com/2012/07/blog-post_4323.html
tel:089-927-0808%20/%20Fax:089-927-0153
http://ehimefc.ecgo.jp/page0114.html#ore
http://1.bp.blogspot.com/-suW207KPot0/U5hUbLE46gI/AAAAAAAAhJE/cLp8rc7SFZw/s800/envelop_paper.png


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おせったい通信 2021． 8. 1・・・・・ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
《１》〈動画配信〉高齢者のお口のケアについて   
加齢によるお口の機能低下には気づきにくく、その

機能低下が進むと全身の健康にも影響します。健康維
持のためにお口のケアのポイントを学びましょう。 

【 】9 月 1 日（水）～9 月 7 日（火） 

【内 容】高齢者の健康維持のために、お口のケアを学

ぶ講座（オンライン配信）（約 1 時間） 

【締 切】8 月 25 日（水） 

【申込み】ＨＰからお申込みください。 
 
《２》人生の終え方  
 「人生会議」という言葉にあるように、自分で自分

の最期をどうするか決める時代になりました。自分の

最期を自分で決める意味について考えてみませんか？ 

【日 時】9 月 4 日（土）10 時～12 時 

【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲 9-1） 

【内 容】自分の人生の終え方を考えるための講座 

【定 員】20 名 【締 切】8 月 16 日（月）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 

 
自団体の決算書の読み方講座 
 今回は、決算書の数字を読むポイントについてお

伝えします。この機会に決算書の数字から自分たち

の活動を振り返って、より信頼される NPO を目指し

ましょう。 

【日 時】8 月 29 日（日）14 時～16 時 

【場 所】コムズ 3 階 会議室 1-2（三番町 6-4-20） 

【内 容】決算書の基礎、財務 3 表の分析 等 

【定 員】10 名 

【締 切】8 月 26 日（木） 

【対 象】3 年以上 NPO 団体を運営されている方 

【申込み】メール、FAX、申込用紙の持参、申込フォ

ーム（https://forms.gle/boBUyxR 

e5PHioyEV7）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 

 

③ まつやまＮＰＯサポートセンター 

 
 
 
 
 
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】8 月 14 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】8 月 10 日（火）  

《２》コロナ禍でのイベント開催研修（実践編） 

～音楽会、野外活動など 

感染防止対策を検討！～ 
ウィズコロナの環境の中でもどうすればイベント

開催が可能か専門家も交えて検討、研修します。 

【日 時】9 月 12 日（日）10 時～12 時  

【場 所】市総合福祉センター 1 階大会議室 

（若草町 8-2） 

【内 容】市在宅医療支援センターからアドバイザ

ーを迎えて行う実践研修 

【定 員】30 名 

【締 切】9 月 8 日（水）  
《１》《２》共通 

【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 

② 松山市ボランティア連絡協議会 
《１》シャッフルボラタイム（スポーツ好き集まれ！ 

～オリパラから高校野球まで～） 

           
生活支援型訪問サービス事業者養成研修及び 
介護に関する入門的研修(基礎編)の受講者募集   
生活支援型訪問サービスは、要支援者等の家庭を訪

問し、身体介護を含まない生活援助を行うものです。
また、入門的研修は介護未経験の方が介護の基礎知識
を学ぶ研修です。 

【日 時】9 月 17 日（金）9 時 20 分～16 時 20 分 

    ※入門的研修のみ受講の方は 12 時 40 分まで 

        24 日（金）9 時～15 時 10 分 

【場 所】市総合福祉センター 5 階 中会議室 

     （若草町 8-2） 

【内 容】生活支援型訪問サービスに従事が可能とな 

る介護の基礎知識について学ぶ 

【定 員】20 名（抽選） 

【締 切】9 月 10 日（金） 

【対 象】市内在住の方で、市内の介護事業所におい 

て生活支援型訪問サービスのみ従事を希望 

する方、介護予防に関心のある方 

    ※訪問介護員の資格を有する方（介護福祉士、 

介護職員初任者研修等修了者）は対象外 

【申込み】申込フォーム（https://forms.gle/yaLJkGo 

qb2BDttMv8）からお申込みください。 

 

 

【参加費】無料 

【問合先】松山市社会福祉協議会 事業部 

      調査支援センター 調査支援第１課 

     TEL：089-941-7426 / FAX：089-943-6544 

⑤ 市社会福祉協議会 

申込フォーム➡ 

 × ？ 
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助成金情報 

 

子どもの笑顔はぐくみプログラム 
【締 切】8 月 20 日（金） 
【ＵＲＬ】https://cls-tokushima.org/grant.html 

【 】応募フォームに必要事項を入力し、必要書類

を郵送またはメールにて提出してください。 

【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 事務局 

          〒779-0113  

徳島県板野郡板野町黒谷字東原 33-5 

E-mail:info@cls-tokushima.org 

② 一般財団法人 

チャイルドライフサポートとくしま  

① 公益財団法人 

石本記念デサントスポーツ科学振興財団  
２０２２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】8 月 6 日（金）当日消印有効 

【ＵＲＬ】http://www.descente.co.jp/ishimoto/ 

【 】所定の申請書に必要事項を記入のうえ、 

書面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（株）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。 

 
《１》令和 3 年度 松山市健康マイレージ事業 
 検診受診や健康目標の達成、健康づくりに関する事

業やイベントに参加して、ポイントを貯めて応募する

と抽選で商品が当たります。 

【日 時】8 月 1 日（日）～12 月 31 日（金） 

【内 容】チャレンジシートに取り組み、一定のポイ

ントを獲得すると抽選に応募できます。 

【対 象】幼児以上の松山市在住の方、松山市に通

勤・通学している方 

【締 切】12 月 31 日（金）まで 

【問合先】松山市保健所健康づくり推進課 

     TEL:089-911-1855 / FAX:089-925-0230 
 
《２》出前健康教育 
 みなさんの健康づくりを支援するため、地域へ出向

き、健康教育を実施しています。健康づくりに興味の

あるグループはぜひお申し込みください。 

【日 時】原則平日の 9 時～17 時 

【場 所】申込者が設定した場所（市内限定） 

【内 容】健康づくり（栄養・運動・口腔・検診・こ

ころ・まつイチ体操等）に関する講演・実

技  

【締 切】開催日の１か月前 

【対 象】10 名以上の市民グループ 

【問合先】松山市保健所健康づくり推進課 

     TEL:089-911-1859 / FAX:089-925-0230 
 
《３》第 16 期 

松山市ヘルスボランティア養成研修会 
 松山市では、健康づくりを地域に広げていただく

「ヘルスボランティア」を募集します。健康づくりに

ご興味のある方はぜひ!!ご参加をお待ちしています。 

【日 時】9 月 6 日（月）・15 日（水）・24 日（金） 

     各日 13 時 30 分～15 時 30 分 

【場 所】市保健所（萱町 6 丁目 30-5） 

【内 容】健康づくり（栄養・運動・口腔・健診・こ

ころ・たばこ・アルコール等）に関する講

演・実技 

【定 員】12 名程度（先着） 

【対 象】市内在住の 18 歳以上の方 

【その他】受付は 8 月 5 日（木）からです。 

【問合先】松山市保健所健康づくり推進課 

     TEL:089-911-1814 / FAX:089-925-0230 

⑥ 市保健所 

ＨＰはこちら➡ 

ＨＰはこちら➡ 

ＨＰはこちら➡ 

③ 住友生命保険相互会社  
第 15 回 未来を強くする子育てプロジェクト 

子育て支援活動の表彰 募集  
【締 切】9 月 10 日（金）必着 

【ＵＲＬ】https://www.sumitomolife.co.jp/about/ 

csr/community/mirai_child/ 

【 】応募用紙に必要事項を記入し、必要資料を

添付して提出してください。  

【申込先】住友生命保険相互会社 

「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局 

     〒102-0072 

東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル 

     TEL:03-3265-2283 

令和 3 年 7 月大雨災害 
「義援金」受付  

7 月 3 日、静岡県熱海市にて
大雨による土砂災害が発生し、
甚大な被害が出ています。 

この災害により、お亡くなりになら
れた方々のご冥福を祈りますととも
に、被災された多くの方々に対し
心からお見舞いを申し上げます。 

ついては、被災者へお届けする
「義援金」を市総合福祉センター
1 階ロビーにて受け付けています。 

皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。 
松山市社会福祉協議会   日本赤十字社松山市地区 

本誌掲載の情報は、状況により延期または 

中止となる場合がありますのでご了承ください。 

tel:089-911-1855%20/

