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開 催 日 程  内  容 

①10月 08日（木）13：30～15：30 「聴くことの大切さを知ろう！」 

②10月 15日（木）13：30～15：30 「聴くためのスキルを知ろう！ PART１」 

③10月 22日（木）13：30～15：30 「聴くためのスキルを知ろう！ PART２」 

④10月 29日（木）13：30～15：30 「聴くためのスキルを知ろう！ PART３」 

⑤11月 05日（木）13：30～15：30 「聴く」の集大成 

松山市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 http://www.matsuyama-wel.jp/vc/       
 

 

まつやまのボランティア情報紙 

おせったい通信原稿締切のお知らせ 
※10 月号：９月１０日（木）・11 月号：１０月９日（金）・12月号：１１月１０日（火） 
 

皆さまからの情報提供をお待ちしております！！ 

LINE 
 

月号 

場所 市総合福祉センター（若草町 8-2）他 定員 40名（抽選） 

受講料 1,000 円（全 5日分） 締切 9月 23 日（水）必着 

傾聴とは、相手をよく理解し、気持ちを汲み取り、共感する聴き方です。人の悩みや不安の解消だけ

でなく、精神的な健康維持や回復に有効とされ、多様なボランティア活動に活かせるスキルです。 

申込 

方法 
 

往復はがきにて、住所・氏名
ふりがな

・電話番号・職業（学校名・学年）を 

ご記入の上、松山市ボランティアセンターまでお申し込みいただくか、

専用応募フォーム（https://forms.gle/gWCe59ErJPqPKr3T6） 

にてお申し込みください。 

 

mailto:vc@matsuyama-wel.jp
http://www.matsuyama-wel.jp/vc/
https://forms.gle/gWCe59ErJPqPKr3T6
mailto:vc@matsuyama-wel.jp
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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 

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】9月 16日（日）14 時～17時 ① 

13 日（日）14時～17時 ① 

17 日（木）18時～21時 ② 

27 日（日）14時～17時 ① 

【場 所】①県立松山盲学校 体育館（久万ノ台 112） 

【場 所】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 【定 員】数名 

【その他】体育館シューズ持参 

【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 

 ① 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。 

【日時・場所】 

 ■9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） 

 ■9月 12日（土）14時～14時 30分 

子規記念博物館（道後公園 1－30） 

【内 容】 伊予弁で語る民話・お伽話 ミニイベント 

【問合先】 お伽座 担当：岸本さん 

      TEL/FAX：089-932-6428 

  
 

③ まつやま国際交流センター 

国際交流市民ボランティア入門講座 

 「国際交流にかかわる活動をしたいけど、どうしたらい
いの？」など、ボランティアの第一歩を踏み出すきっか
けとなる連続講座です。 

【日時・内容】 

 ■10月 14 日（日) 14時～15時 30分 

第１回「ボランティアとしてのかかわり方？」 

   （独）JICA四国 愛媛デスク 山下将一さんによる 

講演とワークショップ 

■10月 11日（日） 14時～16時 

第２回「国際交流団体ガイダンス」 

  市内で活動する国際交流・協力団体の活動紹介 

【場 所】コムズ5階 大会議室（三番町6丁目4-20） 

【定 員】40名（先着） 

【ＵＲＬ】https://www.mic.ehime.jp/index.html 

【問合先】まつやま国際交流センター 

     TEL:089-943-2025  

     E-mail:mail@mic.ehime.jp 

  
 
② 松山市ボランティア連絡協議会 

第１回ボランティアの課題解決のための研修会 

 「新規加入者がいない」「後継のリーダーが育たない」
といった問題でお悩みではありませんか？このような悩
みを解決するための講習会を開催します。 

【日 時】 9月 12 日（土）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） 

【演 題】「新規会員を増やすには」 

【講 師】まつやまＮＰＯサポートセンター 白石悟氏 

【締 切】9月 5日（土） 

【定 員】50名（先着） 

【問合先】松山市ボランティア連絡協議会 金村さん 

     TEL:090-1574-5776 

 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】 9月 13 日（日）10時～12 時  

【場 所】 風和里周辺(大浦 119番地) 

【内 容】 和服を着てゴミ拾い 

【定 員】 10名 

【ＵＲＬ】 https://dropkickehime.wixsite.com/dropkick 

【締 切】 9月 12 日（土） 

【問合先】 Drop Kick 代表 

      E-mail:dropkickehime@gmail.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】9月 15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】9月 11日（金）【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。インターネットからお申込みも

可能です。 

（ＵＲＬ：https://forms.gle/2XvzfJ3j9yUoo7ei7）

【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。⇒ 

 

 

× 

https://www.mic.ehime.jp/
TEL:089-943-2025
https://forms.gle/2XvzfJ3j9yUoo7ei7
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助成金情報 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
《１》《２》共通 

【場 所】県在宅介護研修センター（末町甲9-1） 【定 員】20 名（応募多数の場合、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 

 

⑤ 県在宅介護研修センター 
《１》いざという時、何食べる？ 
  ～災害時に備える「食」の支援～ 

高齢者には、救援物資や備蓄品をそのままで食べる
ことが困難な方もいます。災害時にも、美味しく、バ
ランスよく食べられる一工夫を学んでみませんか？ 

【日 時】10月 26 日（月）13時 30分～15時 30分 
【内 容】災害時における高齢者への食の支援を学ぶ 

【締 切】10月5日（月）午前9時 
 

 《2》【男性限定講座】介護版男性専科 
～介護の基本の「き」～ 

介護についての勉強会は女性が多くてちょっと…
と、二の足を踏んでいらっしゃるシャイな男性のた
めの連続講座の第１回目です。 
【日 時】10月 31 日（土）10時～12 時 
【内 容】男性限定の介護講座 
【締 切】10月9日（金）午前9時 

 ① 公益財団法人 大和証券福祉財団 
《１》令和2年度（第27回）ボランティア活動助成 

《２》令和2年度（第3回）子ども支援活動助成 
【締 切】9月 15日（火）当日消印有効 
【ＵＲＬ】https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/ 

【 】所定の申請書に必要事項を記入し、 

ご郵送ください。 

【その他】《１》、《２》同時応募不可。社会福祉協議会、

行政、共同募金会からのコメントが必要。 

【申込先】公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局 

〒104-0031 

東京都中央区京橋 1-2-1大和八重洲ビル  

公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局 

TEL:03-5555-4640 / FAX:03-5202-2014 

         E-mail:fukushi@daiwa.co.jp 

 

 ④ 社会福祉法人愛媛いのちの電話  

《１》自殺予防公開講演会 
著名なノンフィクション作家である柳田邦男氏を 
講師に迎え公開講演会を開催します。 

【日 時】9月 26日（土） 

13時 30分～15 時 30分（13 時開場） 

【場 所】県男女共同参画センター 多目的ホール 

（山越町 450） 
【演 題】かけがえのない「今」を生きる 

～いつも考えてきたこと～ 

【講 師】柳田邦男氏 

【定 員】150名（先着） 

 

       

② 公益財団法人 住友生命健康財団 

2020年スミセイコミュニティスポーツ推進助成 
【締 切】9月 25日（金）必着 

【ＵＲＬ】http://www.skzaidan.or.jp/ 

【応 募 方法】所定の申請書に必要事項を記入し、「申込先」

に電子メール、または配達記録の残る手段で

ご郵送ください。 

【申込先】公益財団法人住友生命健康財団 事務局      

〒160-0003 

 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 

住友生命四谷ビル 6階 

      TEL:03-5925-8660／FAX:03-3352-2021 

      E-mail:sports@am.sumitomolife.co.jp 

 

 

《２》映画「しゃぼん玉」上映会 
映画上映会を通して「生きる意味」「人とのつながりの

大切さ」を感じていただき、「愛媛いのちの電話」の活動
に興味を持っていただく機会にしたいと考えています。 

【日 時】10月 10 日（土） 

13時 30分～15 時 40分（13 時開場） 

【場 所】新居浜市市民文化センター 中ホール 

（新居浜市繁本町 8-65） 

【定 員】200名（先着） 

《１》《２》共通 
【参加費】 無料 【ＵＲＬ】 http://www.e-inochi.jp/ 

【問合先】 社会福祉法人愛媛いのちの電話 事務局 

      〒790-8691 松山中央郵便局私書箱 158号 

      TEL:089-958-2000 FAX:089-958-2014 E-mail:ehime-1111@e-inochi.jp 

       

https://ehime-zaitakukaigo.com/
TEL:089-914-0721
https://www./
TEL:0
TEL:03-5925-8660%EF%BC%8FFAX:03-3352-2021
http://www.e-inochi.jp/
TEL:089-958-2000
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※ 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。 

 ③ 公益財団法人 パナソニック教育財団 
2020年度子どもたちの“こころを育む活動”大募集 
【締 切】9月 11日（金）17 時 
【ＵＲＬ】http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/ 

【 】所定の申請書に必要事項を記入し、インターネ

ットの応募フォームよりお申込みください。 

【問合先】こころを育む総合フォーラム事務局 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門 1-1-10第 2ローレルビル 6Ｆ  

公益財団法人 パナソニック教育財団内 

TEL:03-5521-6100 / FAX:03-5521-6200 

 

 

～研修会～ 
『コロナ禍における福祉活動・ 

ボランティア活動の進め方』 

新型コロナウイルス感染症に関する多くの情報が飛び交う

中、正しい知識のもと感染状況等を勘案しながら創意工夫

を凝らし、感染症の拡大防止に配慮したボランティア活動

を推進していただくため研修会を開催します。 

市総合福祉センター 

5 階 中会議室 （若草町 8－2） 

 

氏名・所属団体・電話番号を電話またはFAX、メールで松山市ボランティア

センターへご連絡ください。専用応募フォームからもお申込みできます。 

 場所 

 申込 

方
法 

 締切 9 月 15 日（火） 必着 

 

 

 定員 

 主催 

松山市社会福祉協議会（ボランティアセンター） 

松山市ボランティア連絡協議会 35 名 

 

 

 
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 

松山ボランティアセンター登録ボランティア 

松山市ボランティアセンターまたは松山市ボランティア連絡協議会登録団体 

（各団体から原則 1 名） 
 
参
加
者 

専用応募フォーム 

9 月末でメルマガ、ボラフォンのサービスは終了し、 

ボランティアセンターLINE に完全移行します。長い間 

ご利用いただきありがとうございました。 

LINE では、毎月のおせったい通信やタイムリーなボランティア情

報を発信しています。また、LINE を通して簡単な相談にも乗ること

ができますので、ぜひ友達登録をよろしくお願いします！！ 

 

メルマガ、ボランティアフォンの 

サービス終了について 

メルマガ・ボラフォンから LINE への移行イメージ 

令和 2 年 10 月 

メルマガ 

ボランティアフォン LINE 

LINE 

終 

了 

http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/
TEL:0

