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※ 製版料は不要です 

※ 印刷用紙はご用意ください 

 

    

 
 
 
 

 
 

 

       

 

製版 1 枚 ５０円 

印刷 1 枚  １円 

 

 

 

 
 

  

カラー印刷 1枚 １０円 

単色印刷 1枚   ２円 

登録団体の皆様へ 

 
  日 時：６月１１日（日）  

     8：00～12：00 

  場 所：市役所敷地内一部と市役所南通り一部 
      

  ＜６月の休館日のお知らせ＞  
 
   ６月   ７日 （水） 
   ６月  ２１日 （水）       
    

 
  日 時：６月１日（木）～29 日（木）       

  場 所：戸田市役所２階ロビー 

         １週間ごとに展示物が入れ替わります 

 

（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 

登録団体多数参加予定！！ 

※ カラー印刷が出来ます！！ 
 
 

✿戸田朝市 

印刷機利用には、 

  センター登録が必要です。 

 

TO MA TO 通 信 
 

Ｈ２９.６月（№６３） 

 

以前 

✿戸田環境ネットワーク「環境活動発表会」 

入れ替え後 （料金改定） 

センター印刷機が５月２５日より新しくなりました！！ 
今月号は 

カラー印刷 

を使用！ 

 
 

日 時： ７月 9 日（日）   

    13：30～15：00 

場 所：戸田市ボランティア・ 

    市民活動支援センター 

登録団体会員同士の交流・情報交換

を目的とした交流会です。 
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彩湖の歴史や概要、サクラソウのルーツなどを、今年 3 月に国土交通省荒川上流河川

事務所発行の資料を基に学習します。なお、この資料は出席者に配布予定です。  
 

日 時： 6 月１３日 （火） 午前１０時より 

場 所： 戸田市ボランティア・市民活動支援センター TOMATO 

主催及び連絡先：NPO 法人戸田の川を考える会 代表 大石 048-442-2276 

 

         

  

          

              

 

        

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ボランティアさん募集！ 
１日１時間から３時間位ボランティアをしてくださる方を募集しています。 

①戸田市地域活動支援センター シンフォニー 

傾聴ボランティア 

②戸田市地域活動支援センター ハーモニー 

     授産サポート（クッキー・シフォンケーキづくり） 
 

連絡先：埼玉心のかけ橋 事務局 ０４８－４５６－７８０１ 担 当：川上 

 

  
新規登録団体紹介！ 

 梅雨の語源は２つあるよ。1 つ目は中国から伝わったという説。中国ではカビの生えや

すい時期の雨という意味で「黴雨（ばいう）」と呼ばれていたよ。でも、「黴（かび）」では

語感が悪いため、同じ季節で同じ音の「梅」を使用して「梅雨」と名付けたとか。 
 ２つ目は、日本では元々「梅の実る季節の雨」ということで「梅雨（つゆ）」と呼ばれて
いたという説だよ。あなたはどちらの説を信じる？ 

いつもご利用いただき 

ありがとうございます。 

センター４月来館者数は・・・ 

          １，０１３名  

☆ 彩の国いきがい大学蕨学園第２６期校友会 （登録 No.25２） 

会員相互の親睦を図ると共に、自主的な社会参加活動を助成し、生きがいを高めるた

めの活動を目的としています。  
 

☆ 戸田マルシェ （登録 No.25３） 

 個人で活動している方々の活動の場を作り、アートむすび市の開催などを通じて、街の

活性・文化の促進を図ります。 
 
☆リトルスターズ （登録 No.25４） 

 音楽活動を通じて地域イベント等への参加・協力をし、会員相互の親睦を図ります。 

トマピー豆知識  じめじめした季節・・なんで梅雨っていうの？・・・ 

 

来館者数＆アクセスランキング 
         TOMATOホームページアクセス解析  （4/1～4/30）

                                              ☆総アクセス数   3,047件

 ≪ アクセスランキング TOP5 ≫

　　  １位　ブログ最新記事

　　  ２位　団体検索

　  　３位　ボランティア募集一覧

　  　４位　カレンダー

　  　５位　特集№.８「春といえばお花見！桜づつみ２００８」
　  　 　

学習会 彩湖のなぞ 

http://www.irasutoya.com/2015/10/blog-post_19.html
http://www.irasutoya.com/2012/11/blog-post_27.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_650.html
http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_16.html
http://2.bp.blogspot.com/-hoRVGX1aFAE/UOFKFpHe89I/AAAAAAAAKEE/LDo8dWCDCW8/s1600/bunbougu_marker.png
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★その他、『（公財）みずほ福祉助成財団 社会福祉助成事業』など、TOMATO ホームページ

「助成金・表彰」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=136576 

 

 

（一社）生命保険協会  

 平成 29 年度「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」の実施に

ついて、～保育所・放課後児童クラブへの助成活動～  

  

 

 

◆助成対象団体 

 休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事業、延長保育事業、一時預かり保育事業 

等に必要な設備の整備、備品の購入等に係る費用、など。  

 ※詳細は下記 URL をご覧ください。 

  URL：http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=136577 

◆助成金総額 ⇒1 施設当たり上限額 35 万円（助成金総額 最大 1,400 万円） 

◆募集締切り ⇒平成 29 年 6 月 30 日（金）※当日消印有効         

◆問い合せ先 ⇒生命保険協会「子育てと仕事の両立支援」事務局   

  〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 3 階  

  ＴＥＬ：03-3286-2643 / FAX：03-3286-2730  

                    

 
 （公財）伊藤忠記念財団 平成 29 年度子ども文庫助成 

 

  

 

◆平成 29 年度募集要項 

 1.子どもの本購入費助成   2.病院・施設子ども読書活動費助成 

 3.子どもの本 100 冊助成  4.子ども文庫功労賞 候補者推薦要項  

  ※応募書類入手の方法、詳細は下記 URL をご覧ください。  

   URL：http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=136556 

◆応募締切り ⇒平成 29 年 6 月 30 日（金）※当日消印有効  

◆問 合 せ 先 ⇒公益社団法人 読書推進運動協議会 子ども文庫係へ 

  〒162-0828 東京都新宿区袋町 6 番地 日本出版クラブ会館内 

  電話. 03-3260-3071  FAX. 03 -5229 -1560      

  E-mail：itc-bunko@dokusyo.or.jp 

 

   ６月の補助金・助成金・表彰 

 

 生命保険協会（会長：根岸秋男 明治安田生命保険社長）では、社会貢献活動の一 

環として、「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」を展開しております。  

 地域の子どもたちに対し、篤志をもって読書啓発活動を行っている民間団体及び個人

を対象に、公益財団法人伊藤忠記念財団が行う助成です。  

http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=136576
http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=136577
http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=136556
mailto:itc-bunko@dokusyo.or.jp
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今月は「こども」に関わる団体よりピックアップ！ 

 
 

 

 

 

 出産をきっかけに、子育て中心の生活でなかなか発揮できないママ達のスキル。 

 そんな隠れた素敵なスキルを生かし、地域の親子がみんなで共に楽しめる時間を作

りたいという想いから発足した団体です。 

 ママ達の多様なスキルから生まれる可能性を追求し、様々な企画をしています。 

 

 活 動 内 容 

 生演奏、手作りスイーツ＆ドリンク、絵本、アロマ、工作等のコラボレーションに 

 より、五感を使って楽しめるイベントやワークショップを行っています。 

 

 活 動 場 所 

  戸田市近郊で年数回、不定期で行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC meets SWEETS 

 問合わせ先 
  MUSIC meets SWEETS （担当：戸田） 

  E-mail：music.meets.sweets@gmail.com 

  HP：https://music-meets-sweets.jimdo.com 

 

ピックアップ・６月の団体紹介 

※ピックアップ団体は、ホームページ及びＴＯＭＡＴＯに登録している団体を中心に任意で 

 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！ 

mailto:music.meets.sweets@gmail.com
https://music-meets-sweets.jimdo.com/

