
休館日のお知らせ
@todasitomato
ツイッターへのフォロー
お願いします!

http://todasimin.net/
TOMATOホームページ は
こちらへアクセス！
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センターよりお知らせ

センター登録をお考えのみなさまへ

センターでは、市民活動を始めたい方、団体登録を

お考えの方のご相談を受け付けています。新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の為、ご予約の上ご来館

ください。

センターご利用案内

登
録
団
体
ご
利
用

市
民
ご
利
用

会議スペース A ・ B 事前予約制※

印刷機 ・ 断裁機 ・ 紙折機 事前予約制

ロッカー利用申請

ボランティア保険
随時手続き可能

メールボックス・図書 利用可

貸出（プロジェクター） 事前予約制

市民パソコン 利用可

フリースペース

相談

利用可※

事前に電話で日時をご相談ください。

利用可能施設については今後の感染拡大状況により、
変更となる場合があります。

市内在住・在勤の方で、体験実習へ参加する意欲

のある方

第1回 【講義】

令和３年11月21日（日）　１3：3０～１5：0０

会場 ： 戸田市役所５階　大会議室

第2回 【体験実習】

令和３年12月2日（木）又は令和4年2月3日（木）の

どちらかを選択  １4：００～１7：3０（定員：各日5名）

会場 ：埼玉トヨペット戸田支店（戸田市新曽2271）

フードパントリーの基礎知識やノウハウ、活動内容

について学びます。実際にフードパントリーを体験

できる講座です。（お申し込みはセンターまで）

※利用人数は定員の50パ―セント以下とさせていただいて

　　おります。

市民活動者養成講座

フードパントリー体験講座
（全2回講座）

P.1　

フードパントリー体験講座

センターよりお知らせ

P.２-３　

特集　ボランティア・市民活動紹介

市民活動掲示板 / 新規登録団体の一覧

市民活動者　インタビューリレー

P.4

TOMATO ホームページ活用方法！

TOMATOｰHP 　
登録団体ページの更新について

パソコン相談について

助成金情報

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、状況により

　 講座の中止や延期をさせていただく場合があります。

受講者受付中（先着順）

日　程

対　象

定　員

講　師

川口子育て応援フードパントリー安行　

代表　牛坂　奈津子さん

１0人（先着順）

参加費

無料

食料支援を必要としてい
る方に、地域の拠点（パン
トリー）にて、食品を無料で
配付する活動のことです。

フードパントリーとは

COOKIE

【10月】6日（水）・20日（水）

【11月】 17日（水）

2021年
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　NPO法人戸田市ITボランティアの会は市民の

皆さんが、パソコンやスマートフォンを通じて、快適な

生活を送ることができるよう、お手伝いをしている

ボランティア団体です。市内の公共施設にて市民

対象の相談会、身体障害者対象のパソコン相談会

や勉強会を行っています。

知ろう！学ぼう！はじめてみよう！～オンラインを活用した団体活動～　パート 2
ボランティア ・ 市民活動紹介

きめ細やかなパソコン相談と

コロナ禍に対応したオンライン

を利用した活動をしています

NPO法人戸田市ITボランティアの会

代表　川原　哲さん

特集

登録団体の皆さんへ

金曜日（13：00-16：00）のIT相談会では、

各相談者の聞きたい内容に沿った(パソコン・

スマホ・タブレットなどの各種)相談が行われ

ています。パソコンなどの持込み相談対応、

インターネットへの無線接続完備です。

登録団体が抱えているIT関連の問題な

どを解決することができます。現在は1回

30分の事前予約制　です。センターにご連

絡ください。(０４８-４４１-４４４４)
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問合せ先

NPO法人戸田市ITボランティアの会

048-445-1050（川原）

https://www.todasi-it.com/

・　スマホ、Zoomの使い方

・　エクセル、ワードの使い方

・　会報づくりの相談

・　登録団体の書類づくり　など

(ご都合がつかない場合は随時ご相談ください)

※PC相談の様子をZoomで流しています

　 講習会でのサポートをしていると、自分の

技量がアップします。新しい発見があり勉強

になり、教えるつもりが教えられ、感謝され、

幸せ気分がいっぱいです。市民の方のパソ

コン相談のお手伝いをしてみませんか？

コロナ禍で活動をされて見えてきた

課題はありますか？

　 活動を続ける中で、日々の検温、マスクの常時

着用、手指の消毒を各自に徹底してもらい、コロ

ナワクチンの自主的な接種を図るなど、会として

新型コロナの対策を行ってきました。集まれない

中でいかに活動するのか、いかにパソコン相談会

を続けていくのかが課題です。
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活動を続けていくなかで大事にして

いることや今後の活動について2
　 パソコン相談会の会場の利用条件に合わせ、

予約制をとる、時間の制限を図るなど、三密をさ

けて、感染しない工夫をしています。

　 会員に向けては、相談の活動状況をＺoomで

会員対象に配信する事で相談内容を共有し、参

加できる体制を始めました。

　 今後もオンラインミーティングやビデオ通話の

使用頻度を増やして活動をしていきたいです。

コロナ禍での活動について

お話をうかがいました！

会員募集



市民活動者の方々をリレー形式でインタ

ビュー。活動を始めたきっかけなどお話い

ただき、活動の様子をお伝えします。

折角住むなら戸田市の歴史を学び

ながら仲間と街を歩いて健康維持

豊かな暮らしを目指します

「妙顕寺等、社寺の境内※2」です。ぜひ訪れてください。

今後の活動に向けた抱負をお聞かせください。

　戸田市は若い人が多く保育園や幼稚園の多いまち 

です。その一方で戸田を終の棲家として市民になった 

人も少なくないのです。折角住むなら新しい市民も

戸田市のことを知り、話す仲間が出来れば、暮らしに

張り合いが出ます。コロナ禍で十分な呼びかけも活動 

もしにくいのですが、包括支援センターの「フレイル 

（へたりこみ）予防の歩きコース作り」を手伝いました。 

歴史を横糸に、健康を縦糸にした暮らしに役立つ活 

動を目指します。　

12・1月号の締め切り日 2021年11月7日（日）

次号の市民活動者インタビューは、

「いきいき♡虹の会」で活動中の武内三枝子さんです。

山中　勇夫さん

「戸田歴史ガイドの会」で活動中！

市民活動掲示板

市民活動を始めたきっかけは何ですか？

　 定年退職を前に今までと違う活動をしたいと考えて、

市の生涯学習課の「ボランティアガイド講座」に参加した

のがきっかけです。講座では鎌倉市のガイド団体から

講師が来て、ガイド活動の見学もしました。平成16年の

講座終了後に市の後押しもあり、会を発足しガイド活動

を始めました。

活動の魅力、実際に活動してみてどうでしたか？

　当時の市職員は市の歴史や文化財啓発に熱心で、

史跡のマップや戸田市の昔を書いた資料をもとに一緒に

歩いて、お寺や神社、渡船場跡などを教えてくれました。

さらに道端の石灯篭や石仏、古文書などにも興味を持

ち、市の文化財や歴史について勉強しています。私のおす

すめスポットは 、「聖火台辺から見るボートコース※1」と

注記　※1　聖火台:1964年東京オリンピックにあわせて整備された県営戸田公園内にあります。 　※2　妙顕寺:戸田市新曽にある日蓮宗の寺院です。
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センターでは団体の皆さまより情報を募集しています。メールで受付ができますのでセンターまで

ご連絡ください。またセンターに専用の用紙がございますのでご活用ください。

リトルスターズ

センター登録団体からのお知らせ

送り先： tomato-staff@todasimin.net

TODAｒｔ.Labo
ハンドベルアンサンブルのグループで

す。市内のイベントなどに参加していま

す。楽譜がわからなくても大丈夫です。

新規登録団体の一覧
（令和3年8～9月に
新規登録の団体） いきいき健康麻雀の会

目的 ・ 活動内容団体名

主に高齢者の趣味活動の継続、 独居、 他者との交流が
無い方の交流の場の提供 ・ 健康麻雀

会員募集

記事を

募集中！！

毎週金曜日（月3～4回）　16：45～17：30

会費　月1500円

Tel＆Fax：048-432-0242（おのづか）

Mail：reｒamusicschool@gmail.com

　活動場所　 Rera音楽教室（上戸田3丁目）

連  絡  先

小学1年～6年生対　　 象 5～6名募集人数

芸術をとおし、創造性や豊かな心を育むまちづくり

を行う団体として2021年4月に発足しました。芸術

家(現代アーティスト・作家)が中心となりアート展開

していくことを強みとしています。芸大生、美大生、

アート活動されている方のご参加お待ちしており

ます。戸田市の街で一緒にアートしましょう！
（詳しくは下記のHPをご覧ください）

https://todartlabo.wordpress.com

Contact：宮田れいな
連  絡  先

演奏メンバー募集



受講者受付中 （先着順）

ホームページは

こちらの

Q Rコードから

文化会館

後谷公園

至国道 17号→市役所南通り

戸田市役所市
役
所
通
り

東
側
入
口

西
側
入
口

戸田市ボランティア
市民活動支援センター

発行
戸田市ボランティア・市民活動支援センター
〒335-0022 
戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所敷地内
TEL ： 048-441-4444　FAX ： 048-441-4451
開館時間 ： 9：00～19：00（土・日・祝日は17：00まで）
休   館   日： 第1・3・5 水曜日（祝日は開館）
　　　　　年末年始
ホームページ  ： http://todasimin.net/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

子どもゆめ基金助成金 １次募集 

●トップページ（イメージイラスト・団体紹介文） 

●基本情報（代表者・連絡先など公開している情報） 

●活動紹介 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

☆助 成 額：活動規模によって助成限度額が異なります。※下記 URL参照 

☆募集締切：①郵送申請 11/16 ②電子申請 11/30 

☆応募方法：郵送または子どもゆめ基金ホームページから申請 ※下記 URL参照 

☆問合せ先：独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1           

☆詳細は TOMATOホームページで紹介していますのでご覧ください。 

https://yumekikin.niye.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 https://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138616 
 

 

 

 

 

未来を担う子どもの健全育成を進めるため、民間団体が実施する自然の中でのキャンプや科学実験教室

などの体験活動、絵本の読み聞かせ会などの読書活動などへの支援を行っています。 

市民活動者を対象としたパソコン相談を行っています。 
☆毎週金曜日 13：00-16：00  ※電話にて予約制 048-441-4444  

☆内容：パソコンやスマホ、タブレットなどの使い方、写真や動画の編集方法 

インターネットの使い方、ＵＳBメモリーへの保存方法など。   

※相談日年間スケジュールは当センター受付に置いてあります。 
 

TOMATO-HP登録団体向けホームページ相談 
☆毎月第一木曜日 13：00-15：00 

 

 

 

TOMATO-HP登録団体ページの更新について 

 団体ページ各項目に変更があった場合は新しい情報に更新してください。 

 

TOMATOホームページ活用方法！ 

 

  パソコン相談について 

 

 助成金情報 

 

更新の際には団体ページ作成時にお知らせしました IDと

パスワードが必要です。 

 

 

 

 

 

 

IDとパスワードをお忘れの場合はセンターTOMATO-HP

事務局までお問い合わせください。  

 

 

 

TOMATO-HP トップ画面 

TOMATO ホームページ活用方法！


