
戸田市ボランティア・市民活動支援センター

　　　TOMATO 通 信  10 ・ 11 月号

令和２年 10 月 １日発行　No．9４

センター施設の

　　利用制限について

印刷機・紙折機・断裁機

フリースペース・市民パソコン

図書・プロジェクター貸出

会議スペース A / B ４～５名まで　 
    要予約

２名まで　　登録団体

   プロジェクターは要予約

市民の方　　 人数・利用時間の制限あり

　　相談について

　  事前に日時を

　　相談してね！

（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

　H  P  ： http://todasimin.net/
　

Q R コードから

　　★ 休館日のお知らせ ★

【10 月】   1 日（木）臨時休館

　         7 日（水）・21 日（水）

【11 月】4 日（水）・１8 日（水）
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、センターのご利用の制限をさせていただいております。

目次
P.１ ① TOMATO 主催
      　  「フードパントリー講座」のご案内
　　 ② チェックシートの記入について　　

P.３　登録団体のご紹介（１）・助成金 P.４　登録団体のご紹介（２）・助成金

TOMATO ご利用の皆様へ

新型コロナウイルス感染予防のため、

センターご利用時に、チェックシートの
記入をお願いしています。

＜見本＞

●日時：11 月８日日 13：30 ～ 15：00

●会場：戸田市役所 5 階　大会議室

●講師：埼玉フードパントリーネットワーク

　　　　代表　草場 澄江 氏

●対象：戸田市在住・在勤で、

　　　　フードパントリーに  興味のある方

　　　　　　　 〃　  　　を  応援したい方

　　　　　　 　〃　     　を  始めたい方 など

●定員：15 名（先着順）　※ 参加費無料

　　　　　　※ お申込み・問合せは TOMATO まで

「食」の支援が必要な方が、ご自宅のある地域で、

直接食料を受け取ることができる「フードパント

リー」と、それを支える活動について学びます。

　　　フードパントリー講座

…… あなたにできること、始めませんか ……FOOD

　□　体調は良好です。（発熱・風邪症状なし）

　□　密着利用の際は、密着したり、飛沫が飛

　　 ぶ行動は行わず、社会的距離を保ちます。

　□　館内ではマスクを着用します。

　□　入館時に、手指消毒をしました。

　□　利用者全員の連絡先を把握しています。

　□　施設管理者から感染防止のための指示等

　　 があった場合は、必ず従います。

✓

✓

✓

✓
✓

✓

ボランティア・市民活動支援センターを

利用するにあたっての遵守事項

P.２ ① 登録団体からのお知らせ
　　  ② パンフレットスタンドのご利用について
　　 ③ 登録団体貸出用ロッカーのご案内



団体活動のＰＲにご利用ください　～チラシ・パンフレットスタンド～

1位

2位

3位

4位

5位

6位

アクセスランキング　TOP 6　★総アクセス数5,274件

貸出用ロッカー、メールボックスのご案内 TOMATO ホームページアクセス解析
（7/1～8/31）

ボランティア募集一覧

市民活動に関する基本認識・NPOについて

センター登録団体一覧

カレンダー

施設予約状況確認

特集　No.12「犬猫殺処分について考える」

写真

登 録団体が利用できる貸出用ロッカーが10月2日

（金）から新しくなります。ただいま、貸出用ロッカーに

若干の空きがございます。　

ロッカーサイズ：幅393×奥行475×高さ313（ｍｍ）

※利用料：100円/月

メールボックスも随時受付中！　※利用料：無料

ご利用希望の団体はTOMATOヘご連絡ください。

パンフレットスタンドの

見れる範囲について

ラック下部は前のポケッ

トに隠れてしまうため見

えません、濃いピンク部

分にチラシのタイトルが

入ると見やすいです。

上段はこのように隠れて

しまい引き出さないと

見えない部分です。

印刷物作成のポイント
登録団体の皆様にご利用していただける、パンフレットスタンドが、

センター内と市役所の１階にございます。

お申し込みはセンターで随時受け付けています。ぜひ団体のPRにご活用ください。

市役所

１階センター

ＴＯＭＡＴＯ会議スペースA･B 　

１３:００～１６:００

会員が制作した作品の販売会

です。売上金は全て社会福祉

協議会へ寄付いたします。　

主催 ： 手芸くらぶ ゆうゆう

　10月18日（日）　
　11月15日（日）　
　12月20日（日）　

チャリティ手作り品販売会　10月3日（土）

ＴＯＤＡ 道満プレーパーク　月１回 開催　

いつもは人がいっぱいで賑やかな戸田朝市。新型コロナウ

イルスの影響で9月は、“お店de朝市”を開催しました。（参加

19店舗13箇所）12月も開催予定です。詳し

くは戸田朝市Facebookをご確認ください。

http://toda-asaichi.com/

詳しくは　戸田遊び場・遊ぼう会

https://www.facebook.com/todaplaypark

活動再開！昨年の台風の被害

からやっとプレーパークができ

るようになりました！

戸田朝市　12月の第2日曜 開催

活

オールでエールSUPER
～コロナに負けるな～ 新設！申込受付中！

動・イベント

スーパー

地域通貨戸田オール運営委員会
（戸田市協働推進課内）
電話：０４８-４４１-１８００（内線４３５）

市内でのボランティア活動のお礼にオールを使う団

体に対し、利用の４分の３（上限３０,０００オール）オー

ルを助成します。

地域通貨戸田オール運営委員会

お知らせ

会場で、泣いてもぐずっても大丈夫！子育てパパ・ママ・

乳幼児のためのコンサート。戸田市公民連携事業（福祉

センターを利用した多世代交流推進のための

アイデア及び連携）として開催いたします。

10月～12月

ボランティアのご応募・お問い合わせ先

NPO法人共同生活推進協議会

79tomekichi79urawa@gmail.com

新曽福祉センターで開催の

ベビーカーコンサートin 戸田

こども絆コンサートin 戸田

１１月８日（日） ボランティア募集！

(開場１０時半　開演１１時〜１２時 )

(開場１３時半　開演１４時〜１５時 )

問い合わせ

一緒に活動する仲間を募集中！ 一緒に活動する仲間を募集中！ 

２



3 
 

 
 
  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活協同組合パルシステム埼玉 2020年度 市民活動支援金 

◆活動内容 

高齢者の方々がワンちゃんを触ったり、疑似散歩をしたり、ワンちゃんを介してお話

をすることによって普段は見られない一面を見せてくれます。 

私達にとっても楽しい活動です。 

この活動に興味のある方、ワンちゃんと一緒に！ 

ワンちゃんのいない人のみの方も募集しています！ 

戸田市・さいたま市・川口市の高齢者施設で活動して 

います。 
 

NPO やボランティア等が担うさまざまな市民活動に対し、パルシステム埼玉が地域社会貢献

活動の一環として、資金面で支援していく制度です。 

 

◆助成金額：1 団体への支援金額は上限 50 万円（特別助成は 100 万円） 

◆応募締切：10 月 31 日（土） ※当日消印有効 

◆詳細は TOMATO-HP 助成金情報をご覧ください。 

http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138628 

◆問合せ先：〒330-0056 さいたま市浦和区東仲町 10-7 ぱる★てらす内 

生活協同組合パルシステム埼玉 地域活動室「市民活動支援金」 

  TEL：0120-583-388 又は 048-829-9861（月～金 9:00～17:00）  

「戸田ワン・ニャンサポートクラブ」は、地域の人と人、人と動物の絆を大切に助け合

うことを目標に活動しています。 

愛犬と一緒に高齢者福祉施設を訪問し、ワンちゃんと高齢者の方とのふれあい活動 

（アニマルセラピー）を行っています。 

 

◆代 表 者：今村 芳美   

◆問い合わせ：090-2461-1571 

◆TOMATO 団体ページ 

http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.ph

p?gid=G0000064 

http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138628
http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000064
http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000064
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 ◆代 表 者：今村 芳美   

◆問い合わせ：090-2416-1571 

◆TOMATO 団体ページ 

http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.ph

p?gid=G0000064 

 

◆補助対象期間：2020 年 6 月 1 日（月）～11 月 30 日（月） 

◆応募締切：11 月 20 日（金） ※予算額に達した時点で募集終了 

◆対象団体及び詳細は下記 URL をご覧ください。 

https://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138632 

◆問合せ先：戸田市役所市民生活部 協働推進課市民交流担当 

〒335-8588 戸田市上戸田１丁目１８番 1 号 市役所本庁舎３階 

TEL：048-441-1800（内線 435）   

 

 

戸田市新型コロナウイルス対策市民活動支援補助金 

◆活動内容・場所 

①「市民大学認定講座」で教養コース講座（２講座）を実施 

②戸田市立公民館で PC 相談会開催（３回/月） 

③戸田市福祉会館で身体障害者対象の PC 相談（２回/月） 

④戸田市児童館で小学生対象 PC 講座（1 回/月） 

⓹戸田市ボランティア・市民活動支援センターの HP 管理 

＆PC 相談 

⑥会員の IT 活用能力向上のための勉強会を開催（随時） 

 

戸田市で行われたＩＴ講習会のボランティアスタッフが母体となって 

2004 年に設立した団体です。 

会員数は 40 名で、市民の方がデジタルデバイス（スマホ・タブレット・パソコン）

を通じて快適な生活を送ることができるよう、お手伝いをしています。 

コロナ禍により大勢が集まって会合を開くことが難しいなか、Web ミーティング

を行う団体も多くなり、そういった相談も受けています。 

感染防止対策としては、三密を避け、マスクやフェイスシールドを着用して、パソ

コン相談に当たっています。 

※会員は随時募集しています。入会をお待ちしています。 

◆代 表 者：川原 哲  

◆TOMATO 団体ページ 

http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000008 

戸田市では、市民活動団体が地域における新型コロナウイルス対策に係る社会貢献事業を

行う場合に、最大 10 万円を補助金として交付します。 

 

 

 

2001 年、   

https://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138632
http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000008

