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人に寄り添いお話を聞く、
ボランティア活動してみませんか？
傾聴ボランティア入門講座
日
時
場
内
対

月号

申込受付中！

全3回

程
間
所
容
象

： 令和４年８月３０日、9月6日、１３日 毎週火曜日 全３回
： １３：３０～１５：３０
： 戸田市文化会館 ３階 ３０４会議室
： 傾聴ボランティアを始めるための基礎的な知識と演習
： 市内在住・在勤の方で講座修了後ボランティア
活動へ参加する意志のある方
定 員 ： 30名
参加費 ： 500円 (資料代)
講 師 ： 特定非営利活動法人 埼玉カウンセリングセンター
代表理事 高倉 恵子 さん

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 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。

ウェブ会議用の貸出備品
が追加されました！
備品貸出期間
3 日間
（貸し出しから返却まで）

利用方法
登録団体の方がご利用い
ただけます。ご予約は、電
話、または来館時、窓口に
て承ります。
TEL ： 048-441-4444
※予約は3カ月前より受
付可能です。
休館日の
お知らせ

▲USBマイク付きヘッドホン

▲スピーカーフォン
マイクとスピーカーが一つになった機器です。
Web会議
などで、
音声の聞こえづらさを解消します。

このほか、団体の主催する
イベントの時に使えるコロナ対策
の備品もあります。
ご活用ください。
▲PC用カメラ

【８月】 3日（水） ・17日（水）・31日（水）
【9月】 7日（水）･21日（水）

@todasitomato
ツイッターへのフォロー
お願いします!

センター会議室の活用について

会議室Ａ・Ｂを
利用して
説明会など

プロジェクターを
利用して団体
の勉強会

会議室は様々な団体に利用され
ていますが、団体の勉強会、定例
会、交流会、相談会、イベントの説明
会などに利用されています。
登録団体が無料で利用可能です。
現在利用できる人数
会議室Ａ

8名

会議室B

４名

両室利用
12名

問い合わせ・予約は、電話または
来館時、窓口にて承ります。
TEL ： 048-441-4444
※予約は３カ月前より
受付可能です。

市民活動掲示板

会話しやすい
配置にも出来ます

センター登録団体からのお知らせ

トマピー応援団

美爪研究会
イベント
「親子、足育・靴育のイベント」を開催します。
足のトラブル予防、足にぴったりあう靴の選び方、正しい
靴の履き方を楽しく学びましょう。

イベント

トマピーにメッセージを送ろう！
今年12月で活動を終了するトマピー（着ぐるみ）に
お別れのメッセージを書いてください。各先着100
名様にトマピーミラーストラップと地域通貨戸田
オール （100オール）を差し上げます。

2022年8月14日（日）
11：00～12：00
13：00～14：00
新曽南多世代交流館
さくらパル 会議室A

日程・会場

会場・日程

第一弾 あいパルお誕生日会
9 月 4 日（日） 10：00～
第二弾 商工祭
10月22日（土） 10：00～

記事を
募集中

ホワイトボードを
利用して講座など

500円

参加費
お申込み
問い合わせ

biken.4192@gmail.com

※今後開催は11月と
2023年1月に予定
しています。

センターでは団体の皆様より情報を募集しています。

10 ・11 月号の締め切り日

掲 載 されたい内 容をメールでお送りいただくか、

2022年8月 30日（火）

またはセンターの専用の用紙でお申込みください。

送り先 ： tomato-staff@todasimin.net

第４８回戸田ふるさと祭り清掃ボランティア募集！
■日

時 ： ８月２０日（土）・２１日（日）
１４：００～１９：００ ※毎時００分スタート
■受付場所： 本部テント
■問 合 せ： 戸田ふるさと祭り実行委員会事務局
048-441-1800（内線435）
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ご協力いただいた
方には、お礼として
地域通貨戸田オール
（３００オール）を
お渡しします。

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し
いただき、活動の様子をお伝えします。

青塚 和子さん

助け合うことで広がることが
ボランティア活動の不思議で魅力的な所で、
私の財産になっています。

「戸田市おもちゃ図書館グループ
びっくりばこ・盲人ガイドヘルパー
あゆみの会」で活動中！

ボランティア活動を始めたきっかけをお聞かせください。

助け合いができることがボランティア活動の不思議な

理の時に目に留まったおもちゃ図書館の本に引かれ、

興味を持った事から始めることで自分に合った活動

TOMATO ホームページ情報
戸田市に転入し図書館でパートを始めたころ、書架整
魅力で、私の財産になっています。

TOMATO ホームページ リニューアルについて
活動を見学、「おもちゃ図書館グループびっくりばこ」の
につながりました。活動は人、場所での色々なつながり
活動を始めました。同時期に「盲人ガイドヘルパーあゆ
の中で様々な体験（経験）が、出来ることが嬉しいです。
平
素は
TOMATO
ホームページをご利用いただきましてありがとうございます。
今後の活動への抱負をお聞かせください。
みの会」での活動も始めました。

現在、TOMATO ホームページのリニューアルに向け準備を進めております。
ボランティア活動の魅力、活動してよかったことは？
図書館でパートをしていたころから多くの方の助けも
今後リニューアル作業の工程において、web
団体登録や団体ページの更新、TOMATO
ホームページの
戸田社会福祉協議会に勤めていたときにボランティア
あり、活動は35年も続け
閲覧ができなくなることがございます。
セミナリーを担当したこともあり、様々な活動に関わる
られています。これからも
詳細に関しては分かり次第、ホームページやメールマガジンなどでお知らせいたします。
機会がありました。
人との関りを大切に、無
完成までは何かとご迷惑をおかけすることがございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
多くの方との関りで生まれたつながりや、子供たちと
理はせずできる範囲で
の活動、紙芝居を読む活動など、1つ、2つと活動をする

活動してきたいです。

と、人の輪が波紋のように広がっていき、交わるところ
TOMATO パソコン・スマホ相談 ※市民活動者対象

ID とパスワードをお忘れの場合
はセンターTOMATO-HP 事務
相談内容
局までお問い合わせください。
1.ホームページに関する相談

次号の市民活動者インタビューは、「福祉で防災ネットワーク」
「戸田フードパントリーみらい」で活動中の玉井滿子さんです。

で助け合いが生まれ、また別の活動で再会し、そこでも

2.SNS 相談
団体名
ＬＩＮＥや Facebook
の操作方法
新規登録団体の一覧
3.画像編集
戸田フードパントリーみらい
（令和4 年6～7 月）
Windows フォト ・スマホの画像編集アプリ
参加者募集中

4.オンライン会議
Zoom⇒アプリのインストールから操作方法
5.スマホ
目的 ・ 活動内容
iPhone, Android（らくらくフォンを含む）
スマホの操作とアプリの説明
ひとり親家庭への食品・生活必需品の配付活動。（フードパントリー）
6. Windows Office 相談
Word、Excel、Outlook、Power point、など

金曜日
第１・第３・第５（13：00～16：00）
彩の国
ボランティア体験プログラム
8 月の相談日

5 日、１9 日

実施

実施中～令和４年9月30日（金）まで
期間 第２・第４（9：30～12：30）
土曜日

8 月の相談日

27 日

詳 し くは 戸 田 市 ボ ラン ティア セン ター の
子どもたちから大人まで、だれもが気軽にボランティア活動
9 月の相談日
2 日、16 日、30 日
9 月の相談日
10 日、24 日
をするきっかけづくりのために、様々な体験メニューを用意し、 ホームページをご覧いただくか、下記まで
お問い合わせください。
埼玉県内の市町村社協が実施するプログラムです。
TOMATO 登録団体向けホームページ相談
戸田市社会福祉協議会
ボランティアをやってみたいと思っている方、ボランティア活動
（平日8:30～17:15）
048-442-0309
☆毎月第 1 木曜日 13：00～15：00 ※TOMATO ホームページ、web
団体登録 web ページ更新相談
の一歩がなかなか踏み出せないという方はぜひご参加ください
！

TOMATO-ホームページ 助成金情報
分野

主催

助成金名

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。

障がい者

環境

障がい者

（公財）洲崎福祉財団

令和 4 年度上期一般助成
（障害児・者の自立と福祉向上支援）

（公社）日本ナショナル・トラスト ー未来の子どもたちへ自然を残すー
協会

「ナショナル・トラスト活動助成」

（社福） 松の花基金

「知的障害児（者）の福祉向上」に特化した助成金
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締切
8/13
8/19
8/31

TOMATO
ホームページ情報
TOMATO
ホームページ活用方法
TOMATO ホームページ リニューアルについて
平素は TOMATO ホームページをご利用いただきましてありがとうございます。

現在、TOMATO ホームページのリニューアルに向け準備を進めております。
今後リニューアル作業の工程において、web 団体登録や団体ページの更新、TOMATO ホームページの
閲覧ができなくなることがございます。

受講者受付中 （先着順）
詳細に関しては分かり次第、ホームページやメールマガジンなどでお知らせいたします。
完成までは何かとご迷惑をおかけすることがございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

TOMATO パソコン・スマホ相談 ※市民活動者対象
ID とパスワードをお忘れの場合
はセンターTOMATO-HP 事務
相談内容
局までお問い合わせください。
1.ホームページに関する相談

4.オンライン会議
Zoom⇒アプリのインストールから操作方法
5.スマホ
iPhone, Android（らくらくフォンを含む）
スマホの操作とアプリの説明
6. Windows Office 相談
Word、Excel、Outlook、Power point、など

2.SNS 相談
ＬＩＮＥや Facebook の操作方法
3.画像編集
Windows フォト ・スマホの画像編集アプリ

金曜日 第１・第３・第５（13：00～16：00）

土曜日 第２・第４（9：30～12：30）

8 月の相談日

5 日、１9 日

8 月の相談日

27 日

9 月の相談日

2 日、16 日、30 日

9 月の相談日

10 日、24 日

TOMATO 登録団体向けホームページ相談
☆毎月第 1 木曜日 13：00～15：00 ※TOMATO ホームページ、web 団体登録 web ページ更新相談

TOMATO-ホームページ 助成金情報
センターご利用案内

登録団体の更新
締切
手続きはお済で
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。
印刷機 ・ 断裁機 ・ 紙折機
利用可（予約優先）
しょうか。
令和 4 年度上期一般助成
会議スペース A
・B
主催

利用可（予約優先）

障がい者

（公財）洲崎福祉財団
貸出用ロッカー
ボランティア保険

（障害児・者の自立と福祉向上支援）
随時手続き可能

環境

メールボックス・ 図書

登録団体ご利用

分野

ご利用

8/13

活動内容が
小冊子に 8/19
掲載されます

（公社）日本ナショナル・トラスト ー未来の子どもたちへ自然を残すー
協会

貸出備品
市 民
障がい者

助成金名

市民パソコン
（社福） 松の花基金
フリースペース

利用可
「ナショナル・トラスト活動助成」
利用可（予約優先）

利用可
「知的障害児（者）の福祉向上」に特化した助成金
8/31
※利用可能施設については今後の状況により、
利用可
変更となる場合があります。

発行

文化会館

戸田市ボランティア
市民活動支援センター

戸田市役所
東側入口

西側入口

市役所通り

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/

後谷公園

市役所南通り

至国道 17 号 →

ホームページは
こちらの
Q Rコードから

