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（発行） 
戸田市ボランティア・市民活動支援センター 

“ＴＯＭＡＴＯ” 
住 所：戸田市上戸田１－１８－１ 
ＴＥＬ：０４８－４４１－４４４４ 
ＦＡＸ：０４８－４４１－４４５１ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は１２月１２日(土)、２月１３日(土)に開催予定です。 
どうぞお気軽にご参加ください。おまちしています。 

 
 

 

 

 

年末年始のお知らせ 
【 休 館 日 】１２月２９日（火）～１月 3 日（日） 
【 通常 開館 】 １月 4 日（月）より 
 

★臨時休館日★ ２月 ６日（土）設備点検のため 
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

７月 25 日（土）第 2 回 

『実はこんなに寄付金があったなんて』 
 
仮想団体の収支表を実際に作成することに

より、会費以外に会員の寄付によって活動  

 が賄われていることを再確認しま 

した。 

 

6 月 20 日（土）第 1 回 

『私の年間活動費』 
 
あらためて活動費を見直してみると、 

会費以外の個人負担が意外に多い・・・ 

こんな時こそ団体同士で意見交換。 

今後の団体運営についても考え 

てみました。 

９月５日（土）第 3 回  

子育て支援団体の 

会員限定交流会  

「トマカフェ」《特別編》 
 

イベントや講座の経費不足や会員の 

定着率が不安定なことは共通の悩み。 

もし高額な寄付があったときはどう使う？ 

活動の広がりを想像して話し合いました。 

 

 

 

1111 月 14 日（土）第 4 回 

『会費は誰の為？』 

 
会費を集めても、事務費・通

信費などの経費に消えていき、知ら 
ず知らずに膨らむ自己負担。 

ボランティアという思いが、請求する事を
ためらわせるという意見に一同共感し、今
後の検討課題となりました。 
 
 

登録団体の皆さんとＴＯＭＡＴＯのスタッフが毎回テーマにそって語りあうトマカフェ。 

日頃の活動や運営についての困りごとも、他の団体との交流の中で解決策が見つかるかも！ 

 

今年度のテーマは“お金がなくちゃ始まらない” 
今まで開催された４回のトマカフェをふりかえってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO MA TO 通 信 
 

Ｈ２７.１２月（№４５） 

 

登録団体交流会 トマカフェ   開催！ 

第４回トマカフェ出席者の声 

●活動を通して元気をもらい満足している。 ●結局は好きだから続けられる。 
●活動の満足感はやった人にしかわからない。●悩みが一緒・共有できてよかった。 
●楽しそうにしている人に会えてよかった。 ●新たな情報が入手できた。 
●費用の請求＝ネガティブなイメージと考えないようにしたい。 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎10 月の来館者数＆ 

   アクセスランキング 

 

 

 

 

ご利用ありがとうございます。 

『あなたの興味のあることが始めるきっかけになる！』 

ＩＴやご当地キャラクター・絵手紙・ 

緑のボランティアなどを行っている方々による講演会  
 

時 間：1 月 24 日（日）10：00～11：30 

講 師：ＩＴボランティアの会 清水 久雄氏 

トマピー応援団 他  早乙女 孝子さん 

対 象：市民及び市内在学・在勤の方  

定 員：20 名 参加費：無 料 

場所・申込：戸田市ボランティア・市民活動支援センター 

センター来館者数 

10 月来館者数 970 名 

どんなことするの？ 
楽しいの？ 
不安だなあ 
なんでもきいてね。 
 

世界キャラクターサミット ｉｎ 羽生 2015 開催！ 

１１月２１日（土）２２日（日）トマピーが参加してきました。 

また、ゆるキャラ®グランプリ 2015 では、人気投票の結果トマピーは６８９位 

（獲得投票数２,６５６票）でした。応援ありがとうございました。 

★登録団体 イベント情報★ 

トコパラｄａｙ！ 

★クリスマスＳＰ★ 

 

主催 ＴＯＤＡこどもパラダイス  

日時 １２月１９日（土）11 時より 

場所 プリムローズ１階 こどもホール 

問合せ先 ainoryi@gmail.com 

 

トマピー豆知識 １２月２２日は冬至 ～寒さに負けないよう無病息災を願う～ 
 

一年中で夜が一番長くなるこの日、先人はかぼちゃをたべて、ゆず湯にはいったよ。 
かぼちゃは野菜の少ない冬には大切なビタミン源だったんだ。 
ゆず湯に入るのは、寿命が長く病気にも強いゆずの木にならってのことなんだって。 

TOMATOホームページアクセス解析
（10/1～10/３１）
総アクセス数
4,074件
アクセスランキングTOP５
　１位　ブログ最新記事一覧
　２位　戸田市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動支援ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞTOMATO
　３位　イベント情報カレンダー
　４位　戸田市ボランティア・市民活動支援センターホームページ
　５位　団体検索ページ

 
とだ優和の杜 Café オリーブ  

運営ボランティア募集 
 
場  所 特別養護老人ホーム とだ優和の杜 

     地域交流室（正面玄関そば） 

営業時間 毎週火・金１２：００～１４：００ 

内  容 地域交流室喫茶の運営 

連絡先 特別養護老人ホーム 優和の杜 

戸田市新曽南４－２－３５ 

TEL ０４８－４９９－３０１０生活相談課まで 

市民活動講座のご案内 始めの一歩も新たな一歩も大歓迎！  

mailto:ainoryi@gmail.com
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★その他、表彰『第３回 芥川龍之介恋文大賞 作品募集（平成 28 年 1 月 4 日（月） 

 ※必着）』など、TOMATO ホームページでご紹介していますので是非ご覧ください。 

  URL：http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=119740 

 

  

 

 

≪２０１６年 中央ろうきん助成プログラム≫ 

  このプログラムは、地域で新たに活動が開始され、その活動が定着することを 

 願い、最長で４年の助成を受けられる仕組みです。 

 ◆対象活動 

 （1）はたらく人が自らの経験を活かして参加する活動  

 （2）自らの地域をよりよくするために、さまざまな人が自発的に参加する活動  

 （3）地域のさまざまな団体が連携し参加する活動 

 ◆対象地域 ⇒１都７県（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨） 

 ◆助成総額 ⇒ ２，０００万円 

 ◆応募締め切り ⇒ ２０１６年１月１４日（木）※必着 

 ◆応募問い合せ先 

  中央ろうきん社会貢献基金（中央労働金庫総合企画部内）担当：笹沼・高瀬    

  〒１０１ー００６２ 東京都千代田区神田駿河台２－５ 

  フリーダイヤル：０１２６－８６－６９５６（平日 9 時～１８時） 

  URL : ☆http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/assistant_program/guideline/ 
 

≪（一社）全日本冠婚葬祭互助協会 第 17 回社会貢献基金≫  

 地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業、国際協力など社会貢献活

動を行う各種団体等への助成、並びに社会貢献に資する調査・研究を目的とした事業

に対する助成を行い、日本の生活文化と地域社会の発展に寄与することを目的として

います。 

 ◆対象事業 ⇒高齢者・障害者・児童、各福祉事業、環境・文化財保全、国際協力 

 ◆対象団体 ⇒非営利組織、市民ボランティア、大学研究機関等 

 ◆助成金額 ⇒総額およそ１０，０００千円を目途 

 ◆応募締め切り ⇒平成２８年２月末日（必着）  

 ◆問合せ・申請書送付先  

  一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 

  東京都千代田区麹町２－６－５ 麹町 E･C･K ビル３F   

  ＴＥＬ：０３－３５９６－００６１ （※メールお問い合わせ不可） 

  ＵＲＬ： http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html 
 
 

１２月の補助金・助成金・表彰 

 

http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=119740
http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/assistant_program/guideline/
http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html
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 今月は「文化・趣味・レクレーション」に関わる団体よりピックアップ！ 
 
 
 

 

≪ 団体紹介 ≫ 

 私達は、戸田市内各施設や各種イベントなどで、「ウクレレ」の演奏を披露するこ

とを目的としたウクレレバンドです。みんな笑顔で楽しく家族のような安らぎを提供

できることを目標に頑張っています。皆さまに「ウクレレ」の音楽を通しリラックス

して楽しんで頂けたらと思います。 

 また、「ウクレレ」の美しい音色を広くアピールし、一人でも多くの方に「ウクレ

レ」というハワイの楽器の素晴らしさをお伝えできたら幸いです。 

 

 主な活動 

 ☆戸田市内各種イベントへの参加 

 ☆ウクレレ奏者後輩の育成 

 ☆ウクレレクラブ主催 

 

 活動場所 

   戸田市内各施設や各イベント会場 

 （保育園・老人ホーム・障がい者施設 

  東部福祉センター、など） 

 

 演奏曲のジャンル 

   ハワイアン、ポップス、懐メロ 

  アニソンなど、演奏の最後には必ず 

  ハワイの曲『♬ハワイアロハ』を演奏します。 

 

 レイナハワイアンズはウクレレクラブ「カイルア」を 

主宰しております、ウクレレにご興味がおありの方は下 

記まで、お問い合わせください。 

 ≪問い合わせ先 ≫ ⇒ レイナハワイアンズ 

   ＴＥＬ：０８０－４６８０－７８８５ 

 
 

 ピックアップ・１２月の団体紹介 

 

レイナハワイアンズ 

※ピックアップ団体は、ホームページ及びＴＯＭＡＴＯの双方に登録している

団体を中心に、任意に選択しています。「ぜひ、うちの団体を紹介して欲しい！」

という団体がございましたら、ＴＯＭＡＴＯまでご連絡ください！ 

 


