
パソコン相談について

補助金・助成金情報

新型コロナウイルス感染防止を防ぐ新しい生活様式で、大勢が集まっ

て会合を開くことが難しくなっているなか、インターネットを利用した

Web会議アプリ【Ｚｏｏｍ】の使い方を掲載しています。

TOMATO-HPのトップページ中央、「特集」、バックナンバーはこちら

をご覧ください。

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かた、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。

☆ 申請期間：2021 年 6月 14日（月）～6月 28日（月）※必着

☆ 問合せ先：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MIビル 1 階

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド ファイザープログラム事務局

担当：山田・坂本 E-mail：pfp@civilfund.org

☆ 詳細は TOMATO ホーム ページでご紹介していますのでご覧ください。

URL ⇒ http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138917

公益財団法人パブリックリソース財団

☆ 毎月第一木曜日 13：00-15：00

☆ 内容⇒TOMATOホームページ相談（登録団体向け）

TOMATO ホームページ活用方法！

コロナ禍において住まいを失った人に対し、「住まい」と「自立支援」をセットで提供するビジネス

モデルを確立することを目的とします。

IT・教育特集 No.28 Web 会議、なぜ Zoom？

IT・教育特集 No.29 Web 会議 Zoom の使い方 【前編「ホスト」】

IT・教育特集 No.30 Web 会議 Zoom の使い方 【後編「クライアント」】

IT・教育特集 No.31 ≪スマホで Zoom≫

トップページ「特集」Zoomの使い方

※スマホで右のQRコードから入れます。

コロナ禍の住宅支援事業【休眠預金事業】募集
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休館日のお知らせ 【6月】 2 日（水）・16日（水）
　　　　30日（水）
【7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!

http://todasimin.net/
TOMATOホームページ は
こちらへアクセス！

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承っています。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 利用可

貸出（図書・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。

※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。

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

※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。

学習見守りボランティア講座

学童施設にて子ども達の宿題や学習を

見守り、サポートする活動です。地域の子

ども達の成長を応援しませんか。

受講者

受付中
（先着順）

市民活動団体の活動を伝える、知ってもらう、

会員を増やしたい、ボランティアを募りたい

など活動に合った印刷物を考えます。

詳しくは講座のチラシをご覧ください。

日　程：令和３年7月6日（火）、10日（土）　

　　　　※両日同じ内容です

時　間：１０：００～１１：３０

対　象：戸田市ボランティア・市民活動支援センター

　　　　 登録団体

定　員：各日4名(先着順）　　参加費：５００円

市民活動団体にとって
有効な印刷物を学ぶ チラシ講座

活動を知って
もらいたい

活動会員を
増やしたい ボランティアを

募りたい

日　程：令和３年６月27日（日）・29日（火）

時　間：１０：００～１１：３０

場　所：NPO法人ワーカーズコープ　

　　　　　学童クラブ　そら

対　象：市内在住・在勤で、子どもと接することが好き　

　　　　　な方、子どもの学習支援活動に関心のある方

講　師： NPO法人ワーカーズコープ

　　　　　学童クラブ　そら　　代表　土屋　叶子さん

定　員： 各日5名（先着順）　

参加費： 無料

実際に施設を見学し、学習支援活動の現状、子どもと接する

際の心構えや注意点、声かけの仕方などを学びます。

受講者

受付中
（先着順）



知ろう！学ぼう！はじめてみよう！
ボランティア ・ 市民活動紹介

小さな命をつなぐレスキューボランティア
NPO 法人小鳥レスキュー会　　　　　　　代表　上中牧子さん

特集

　当センターでは、９月に「小さな命をつなぐレスキューボランティア

養成講座」の開催を予定しています。今回、講師をお願いしている

「NPO法人小鳥レスキュー会」代表の上中牧子さんへの、インタビュー

と実際にボランティア活動体験をさせていただきました。

まず、ボランティアを始めたきっかけを教えてください。

「人間も鳥も同じ命なので救いたい！」との思いがあります。

犬や猫の保護団体は多くありますが、鳥類の保護をしているところはあまりない

ので、鳥類の保護活動を始めました。

センタースタッフの

ボランティア活動体験！

今回体験させていただ

いたボランティア活動は

ケージ洗いです。

服　 装／白やグレーなどの明るい

　　　　 　色の服（汚れて良いもの）

持ち物／屋内履き用スリッパ

保護された鳥たち。

60年も長生きする

オウムもいます。

ボランティアの際の注意！！

鳥の苦手なものは身につけないでね。

色彩や匂いにとても敏感です。

・黒色、赤色の服

・柔軟剤や化粧品など匂いのするもの

汚れたケージを

洗います。

どんな活動をしているのですか？

怪我を負った野鳥や迷子の鳥等、行き場のなくなった鳥の保護施設「鳥の駅」を

運営しています。警察の依頼でお預かりしている迷子の鳥も合わせると約800羽。

会の仲間やボランティアの方と、日々お世話をしています。

また、「ペットとして迎えた鳥は責任を持って最後まで飼育すること」の大切さを伝える

啓発活動、譲渡活動もおこなっています。

私達に何かできる事はありますか？

保護された鳥たちは、毎日お世話をしないと死んでしまいます。

鳥のケージのお掃除、お水の交換、給餌などを手伝ってくれるボランティアを随時

募集しています。餌の寄付、寄付金も受付けています。

（寄付金は、餌代、施設維持費、治療費等に当てられます）

★ 鳥が好きな方、活動について興味のある方は、是非講座へご参加ください。

2

皆さん、鳥の寿命をご存知ですか？活動を通

して、鳥の生態について知らないことが多いと

気付きました。鳥を飼うときは、家族として大切

にお世話をしてくださいね。（スタッフS）

NPO 法人　小鳥レスキュー会
代表　上中さん



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。

活動の仲間募集、ボランティア募集　告知シート

戸田市ボランティア・市民活動センターでは館内掲示板やtomato通信、ホームページやブログ、
メルマガ配信など、登録団体の情報を発信する方法があります。

団体の活動で会員・団員募集、イベントなどでのボランティア募集があるときなどに
ぜひご活用ください。
※すべての情報を紙面やWebに掲載できるお約束できるものではございませんご了承ください。

団体名

募集内容 1.会員募集
2.イベントでのボランティア募集
3.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日時・期間

場所 イベントなど開催時間

募集内容

募集人数・活動時間

会場当日の情報 必要な備品の有無
駐車場（なし・あり）　　　交通費（なし・あり）　
謝礼など（なし・あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ステージ広さ（ステージ出演の場合）

お申込み先・
お問い合わせ先
その他

担当者のご連絡先(連絡用で公開しません)
お名前

住所

TEL メール
連絡つく時間帯・
曜日
ご不明な点がございましたら

戸田市ボランティア・市民活動センターtomato（048-441-4444）までお問い合わせください。
メールでも相談を受け付けております。 <tomato-staff@todasimin.net>

「神輿は一人じゃかつげない」

皆で助け合いながら、今を楽しく、ゆっくりと

人生の下山をしたいと思います。

て、「またやりたいね～」の一言は自己満足と売名行為

であったとしても、11年間も長く続けられたあかしか

も？応援団としてあるべき姿には、まだ序の口、他の

団体コラボレーションを夢見ています。

今後の活動に向けた抱負をお聞かせください。

　 昨年より続いているコロナ禍によって私の手帳は

延期どころか、中止のオンパレード。戸田市主催の

530運動もできない状態ですが、週3くらい街の

ゴミ拾い活動をしています。「綺麗な街に犯罪なし」。

モラルある美しい街、ふるさと戸田市を応援します。

ボランティアを始めたきっかけは何ですか？

　 ブラック企業と言われる民間の会社を定年退職

後の道楽と暇つぶし、さらにボケ防止、認知症予防、

体力維持のため、戸田市ボランティア・市民活動支援

センター“TOMATO”にアルバイトとして応募し、そこ

での同僚の女性たちと可愛いTOMATOのキャラク

タートマピーの着ぐるみを作成し、トマピー応援団を

結成。「豚もおだてりゃ木に登る」おだてに弱いおいら

は団長にまつりあげられ早、11年。

活動の魅力、実際に活動してみてどうでしたか？

　数々のイベントに参加し、よせばいいのに恥をかい

て不甲斐ないおいらですが、皆で企画、制作する楽し

さ・やりがい・達成感そこで生まれた連帯感が嬉しく

8 ・ 9 月号の締め切り日 2021年　7月11日

次号の市民活動者インタビューは、

「響友会合唱団」で活動中の稲垣　朋子さんです。

冨澤　義夫さん

「トマピー応援団」で活動中！

市民活動掲示板
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こちらの用紙はセンターにご

ざいますのでご利用くださ

い。また、メールでもお送りで

きますのでセンターまでご連

絡ください。

戸田市児童合唱団

センター登録団体からの一緒に活動する仲間の募集や、

ボランティア募集などお知らせしています。

会員募集 市役所南通りの景観と
文化を育む会

戸田市身体障害者福祉会 会員募集

送り先： tomato-staff@todasimin.net

　活動場所　 後谷公園、市役所南通り

市役所南通り周辺に街の景観美化と活動や

イベントを行っています。毎月10日のお掃除や、

イベントを一緒に活動してくれる人を随時会員

募集しています。

連絡先：090-3919-5265（会長　阿部）

　活動場所　 市内施設にて

　　　　　　　 毎週土曜日9：00～12：00

歌の好きな年少から高校生

の男女まで会員を随時募集

しています。

連絡先：toda jーido@gmail.com

　活動場所　 障害者福祉会館

身体に不自由がある方を中心に社会参加推進・

啓発等の活動。悩みを抱えている方、福祉会が

相談をお受けします。随時会員募集しています。

連絡先：ＴＥＬ・FAX　048-494-6439（会長　佐藤）

会員募集
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公益財団法人パブリックリソース財団  

 

☆ 毎月第一木曜日 13：00-15：00 

☆ 内容⇒TOMATOホームページ相談（登録団体向け） 

 

 

 

TOMATO ホームページ活用方法！ 

 

コロナ禍において住まいを失った人に対し、「住まい」と「自立支援」をセットで提供するビジネス

モデルを確立することを目的とします。 

 

IT・教育特集 No.28 Web 会議、なぜ Zoom？   

IT・教育特集 No.29 Web 会議 Zoom の使い方 【前編「ホスト」】 

IT・教育特集 No.30 Web 会議 Zoom の使い方 【後編「クライアント」】 

IT・教育特集 No.31 ≪スマホで Zoom≫ 

 

 

トップページ「特集」Zoomの使い方 

※スマホで右のQRコードから入れます。 

 

 

コロナ禍の住宅支援事業【休眠預金事業】募集  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

パソコン相談について 

 

補助金・助成金情報  

  

 

新型コロナウイルス感染防止を防ぐ新しい生活様式で、大勢が集まっ

て会合を開くことが難しくなっているなか、インターネットを利用した

Web会議アプリ【Ｚｏｏｍ】の使い方を掲載しています。 

TOMATO-HPのトップページ中央、「特集」、バックナンバーはこちら 

をご覧ください。 

 

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かた、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。 
 

 

 

 

☆ 申請期間：2021 年 6月 14日（月）～6月 28日（月）※必着 

☆ 問合せ先：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MIビル 1 階 

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド ファイザープログラム事務局 

担当：山田・坂本 E-mail：pfp@civilfund.org            

☆ 詳細は TOMATO ホーム ページでご紹介していますのでご覧ください。 

 URL ⇒ http://genki365.net/gnkt01/pub/sheet.php?id=138917 
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コロナ禍の住宅支援事業【休眠預金事業】募集  
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新規登録団体の一覧 （令和 3 年 4 ～ 5 月）

まちの減災ナース

美爪研究会

星空案内人とだ

TODArt. Labo

子供の困り事サポート

特定非営利活動法人 Learning for all

活動内容

まちの減災ナース育成のための講義・防災訓練参加・災害時避難所救護活動

高齢者施設での美容ボランティア、 学童教室等での足育ボランティア、
靴育イベントの実施

星空観察の楽しさを子供達が一般市民の方に伝えるため、 天体観測会の開催

市内のアートイベント ・ ワークショップセミナーなどの開催企画を行い、
芸術家の活躍の場と市民が芸術に触れる機会を創出する

子供の困りごと（不登校、引きこもり、非行）親御さん向けの学習会
およびグループ相談会

学童運営、学習支援運営、フリースペース運営

センターの図書コーナーには
市民活動に役立つ様々な
図書をご用意しています。

TOMATO通信 2021 年 6・7月号

登録団体名

iPhoneで撮影 ・ 編集 ・ 投稿

You Tube 動画編集　養成講座
SHIN-YU　　ソーテック社

助成金応募ガイド　２０２１
助成財団センター　　東京官書普及 （株）

Zoom  120％活用術
Zoom ビジネス研究会　　宝島社

うちの鳥の老いじたく
細川 博昭　　誠文堂新光社

受付カウンターで貸出しております。

対象 ： 登録団体の方　　貸出期間 ： 2 週間

是非ご活用ください。

ごみ育
滝沢 秀一　　太田出版

助成金応募ガイド　２０２１

助成財団センター 東京官書普及 （株）

健康で文化的な最低限度の生活　10
柏木 ハルコ　　小学館

助成金応募ガイド　２０２１

助成財団センター 東京官書普及 （株）

レスキューナースが教えるプチプラ防災
辻 直美　　扶桑社

大人の脳トレ！ チコちゃんの

「思い出し」 漢字・ことわざクイズ
NHK 『チコちゃんに叱られる ! 』 制作班　　宝島社

マンガでやさしくわかるアサーション
平木 典子　　日本能率協会マネジメントセンター

新着図書
入荷しました！


