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発行：こまえくぼ１２３４ （狛江市市民活動支援センター） 

 

第 34 号 

今月の内容 

●イベント・講座情報 

●活動者・ボランティア募集 

●助成金情報 

●コラム 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

●日時 

５月８日（水）午後 2 時～4 時 

※原則、毎月第 1 水曜日 

●お問合せ先 

こまえくぼ 1234 

🌸イベント開催を応援します🌸 

フリースペースでのイベント開催について 

 こまえくぼ1234のフリースペースを利用して、

イベントや展示会を行うことができます。期間は

イベントは１日以内、展示は２週間以内です。 

「団体の取組みを知ってほしい！」「市民の参

加を増やしたい！」等の思いをお持ちの皆さま、

イベントを開催してみませんか？ 

イベントの開催は、こまえくぼ 1234 との共催

で実施します（団体登録が必要）。詳細は、こま

えくぼ 1234にお問い合わせください。 

 こまえくぼ 1234  

おりがみサロン 

折り紙を活かしてボランティア活動を始めたい人 

折り紙を通じて交流を図りたい人 

折り紙を教わりたい人 

折り紙を折ったり、教え合ったりして楽しみませんか？ 

 

こまえくぼ 1234 が共催するイベントや、 

主催事業の情報です。 

 

こまえくぼ１２３４ 
フリースペースイベント 

ゴールデンウィーク中は、下記のとおり休館いたしま

す。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。 

5 月 1日（水）天皇即位の日 休館 

5 月 2日（木）国民の休日 休館 

5 月 3日（金・祝）憲法記念日 休館 

5 月 4日（土・祝）みどりの日 休館 

5 月 5日（日・祝）こどもの日 休館 

5 月 6日（月）振替休日 休館 

5 月 7日（火）休館日 

5 月 8日（水）通常開館（午前 10 時～午後 5時） 

ゴールデンウィークの開館・休館日 

今月のイベント・事業スケジュール 

日付 時間 イベント・事業名 

8 日（水） 午後2時～4時 おりがみサロン 

10 日（金） 午後1時～3時 切手カフェ 

17 日（金） 午後1時～3時 切手カフェ 

 

いえいえ、こまえくぼ 1234 は、土曜日・

日曜日も開館しております。 

※お休みは、火曜日と祝日です。 

フリースペースで打ち合わせをしたり、職

員に活動に関する相談をしたり、情報収集

をしたりと、平日と変わらずご利用いただ

けます。 

よくあるお問合せ 

「土日はお休みですか？」 

5 月は、バラを折ります 
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 こまえくぼ 1234  

～ひと息つきながらちょこっとボランティア～ 

Kitte(キッテ) Café(カフェ) 

 Kitte Café（キッテカフェ）では、お茶やコーヒ

ーでひと息つきながら、古切手の整理を行います。ハ

サミを使って古切手を整える簡単な内容です。お申込

み不要、どなたも大歓迎です。 

●日時 

5 月 10日（金）、17日（金） 

いずれも午後１時～３時の間出入り自由 

●その他 

 古切手の回収にぜひご協力ください。こまえくぼ１

２３４の他、公民館や各地域センター、狛江市役所、

あいとぴあセンター等に回収ボックスが設置され

ています。 

●お問合せ先 

こまえくぼ１２３４ 

 

こまえくぼ１２３４ 
フリースペースイベント 

ボランティア・ 
その他の募集  こまえくぼ 1234  

視覚障がいのある女子中学生の 

登校ガイドボランティア募集！ 

4 月から中学三年生女子生徒の登校支援のボラ

ンティアです。（18 歳以上の女性を募集します） 

●活動日 

 （朝）水・金曜日  （帰り）月曜日 

※一日だけでも結構です。 

●活動内容 

（朝）和泉多摩川駅に朝の 6：55 頃に待ち合わせ、

和泉多摩川駅 6：59 発の小田急線（各駅停車）

に乗り、新宿駅 7：35頃着で下車。 

新宿駅西口のバス停から 8：00 発のスクールバ

スに乗車させる。 

（帰り）新宿駅西口のバス停 15：55 着のバスの

お迎え、小田急線で自宅まで 

●その他 

 ガイドにかかる交通費を負担いただく必要はあ

りません。詳細につきましては、ご相談させてい

ただきたいと思います。 

●お問合せ先 

 こまえくぼ１２３４ 

なぜ使用済み切手を集めるの？ 
集まった使用済み切手は、「切手カフェ」で整理し

た後、買取業者へ送付しています。使用済み切手で

換金されたお金を使って、平成 30 年度はボランテ

ィアの皆さんが書いた絵手紙を地域の高齢者にお届

けする「絵手紙でつながる」事業を行いました。 

集められた使用済み切手は、狛江での活動に活か

していきます。回収にご協力ください。 

＊お知らせ＊ 
5 月 17 日（金）は、切手カフェ内で、ふくしえほ

ん『あいとぴあ』に点字シールを貼る活動も行います。 

ふくしえほん『あいとぴあ』は、５歳のお子さんに

配布している福祉教材です。福祉的なテーマに触れる

ことで、やさしい気持ちを育んでほしい、そんな願い

を込め、狛江市社会福祉協議会が実施しています。 

 ６月のテーマは「いろんな ことば」。手話や点字を

テーマとしています。 

 こまえくぼ 1234  

移動支援ボランティア募集！ 

緑野小学校（えのき学級）に通う小学１年生男子

の移動のお手伝いです。 

●活動日 

 毎週火曜日 午後１時過ぎから 

●活動内容 

 緑野小学校からあいとぴあセンターまで（1.11

キロメートル）、小学 1 年生の児童と一緒に徒歩で

移動する。 

●その他 

 詳細は、お問合せください。 

●お問合せ先 

 こまえくぼ１２３４ 
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 国立成育医療研究センター  

ボランティア募集 

成育医療研究センターは主に小児が対象の医療機

関です。事前説明会に参加ご希望の方は、電話または

FAXでお申込みください。 

●活動内容 

外来ガイド、休日救急、病棟、シッティング、図書、

ショップ、園芸など 

●事前説明会 

6月18日（火）午後1時30分～4時 

●場所 

国立成育医療研究センター内 

（世田谷区大蔵2-10-1） 

●申込み・問合せ先 

国立成育医療研究センター 

電話 03-3416-0181（代表）ボランティア事務局 

 FAX 03-3416-2222 ボランティア宛 

 こまえくぼ 1234  

ボランティアや市民活動を応援してくださる

お店屋さん大募集！ 

狛江のボランティアや市民活動を応援してくださ

るお店屋さんを募集します。 

応援の方法は、簡単！ 

A4たった1枚のスペースで地域貢献「置くだけボ

ランティア」 

毎月1日発行の情報紙「えくぼ」（※この情報紙）

を店舗に置いていただくだけです。 

応援してくださる店舗の方は、 

こまえくぼ1234まで 

ご連絡ください。 

 

情報紙を店舗へ配達する

配達ボランティアも募集

しています。 

お問合せはこまえくぼ
1234 まで 

 

お散歩のついでに♪ 

次号は 6月 1 日（土）に発行します。 

掲載のご依頼は、5月 15 日（水）までにこまえくぼへご連絡ください。 

ボランティア・ 
その他の募集 

 狛江市企画財政部政策室  

外国語通訳ボランティア募集 

外国語通訳ボランティア派遣事業は、市内におけ

る市役所等の行政機関との手続きや面談等におい

て、必要とする外国人に通訳ボランティアを派遣す

る制度事業です。 

●登録の条件 

・日本語を含む２か国語以上の言語で日常会話及び

読み書きができる方 

・登録時に 18 歳以上の方 

※通訳経験者及び英語以外の言語ができる方歓迎 

●謝礼 

１回の派遣につき 3,500 円（交通費等含む）の

謝礼をお支払いします。 

●登録方法 

狛江市外国語通訳ボランティア登録申請書（市ホ

ームページからダウンロード可能）を、持参・郵

送またはメールにて、下記までご提出ください。 

●申込み・問合せ先 

狛江市企画財政部 政策室 協働調整担当 

電話 03-3430-1164（直通） 

メール kyodot@city.komae.lg.jp 

 狛江音訳グループ  

音訳ボランティア募集 

音訳とは、視覚に障がいのある方のために、墨字

（活字）で書かれている書籍や雑誌、広報誌、新聞

などの内容を『音声にして伝える』ことをいいます。 

●活動内容 

 広報誌や機関紙などの CD 音訳版の作成、図書館

依頼の書籍の音訳、対面朗読など 

●活動日 

定例会・勉強会 

毎月第 1・３水曜日 午前 10 時～正午 

広報こまえ・わっこの音訳 

 月末に１日～２日 

その他不定期の音訳などもあり希望で参加できます。 

●場所 

あいとぴあセンター 

●会費 

500 円／月 

●申込み・問合せ先 

こまえくぼ 1234（取次） 
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 こまえくぼ 1234 広報部会  

広報誌「こまえがお」4 コマまんが募集【掲載号：7 月 15 日号】 

 広報誌“こまえがお”に掲載する 4 コママンガを

募集します。読んだ人が「ほっこり」「にっこり」に

なるような、素敵な作品をお待ちしております。 

●募集期間 

5 月 10日（金）まで 

●作品テーマ 

 夏 

●応募条件・注意事項 

・本人による自作で、未発表のものに限ります。 

・必ず次のフォーマットのとおりに作成してくださ

い。 

・掲載する作品は、ご応募いただいた作品の中から、 

こまえくぼ1234および広報部会が選考させてい

ただきます。 

・掲載作品とともに、作者のお名前（ペンネーム可） 

を記載させていただきます。 

・二次創作、第三者の権利・利益を侵害する恐れの

ある作品は対象外とさせていただきます。 

 

28 ㎝ 

9.5㎝ 

タイトル  
作:狛江はな子 

●フォーマット 

（拡大） 

 

 

 

・タテ 28 ㎝、ヨコ 9.5 

㎝の大きさで作成。 

・最上部にタイトルの枠 

をとり、タイトルとペ 

ンネームを記入。 

●お申込み・お問合せ先 

こまえくぼ１２３４ 

広報部会担当 

 

●応募方法 

作品とともに、お名前（ペンネーム可）、ご住所、

ご連絡先を添えて、郵送・メール・ご持参のいず

れかでご応募ください。 

ボランティア・ 
その他の募集 

 こまえくぼ 1234  

赤ちゃんと一緒にできるボランティア 

赤ちゃんは周りの人々に笑顔と元気を与えてく

れます。そんな赤ちゃんと一緒にできるボランティ

アを紹介します。 

●活動内容 

①手芸サークルたまりば 

 手芸。手作り作品をイベントやインターネットで

販売。売上の一部をあしなが育英会（東日本大震

災・津波で親を失った子どもたちの“心を癒す家”

「東北レインボーハウス」の維持と遺児支援）に

寄付。 

②高齢者施設 

高齢者施設の利用者さんと一緒に過ごす。赤ちゃ

んが周りを笑顔にするパワーで、みんなが元気

に。それまでとは違う形で地域や社会とのつなが

りを感じることができる。 

③子育ての輪 

 赤ちゃんとその家族の居場所運営スタッフ。開催

当日に、赤ちゃんとその家族がほっとくつろげる

ようサポートをしたり、チラシやイベント企画な

ど得意なことでお手伝い。 

④多摩川決壊のエピソードをイラスト化 

「狛江の語り部」の方々の多摩川決壊のエピソー

ドを絵で表現し、小中学校で実施される防災に関

する授業をより分かりやすいものにする。多摩川

決壊のことを知り、日頃からできることを考える

きっかけにもなる。 

●申込み・問合せ先 

こまえくぼ 1234 
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募集中の助成金一覧（2019.4.20 現在） 

こまえくぼ 1234 のホームページ上で情報を公開している助成金です。詳細は、こまえくぼ 1234または

助成団体のホームページをご確認ください。 

名称 応募締切 助成団体 助成金の対象・内容 

2019 年度（平成 31

年度）「在住外国人支援

事業助成」 

５月７日 東京都生活文化局 ①在住外国人の活躍推進事業 

②コミュニケーション支援事業 

③生活支援事業 

④多文化共生の意識啓発事業 

⑤連携事業 

平成 31 年度狛江市市

民公益活動事業補助金

対象事業 

５月７日 狛江市市民生活部

地域活性課 

①スタート補助金 

②チャレンジ補助金  

第 36 回「老後を豊か

にするボランティア活

動資金助成事業」 

5 月 24 日 みずほ教育福祉財

団 

高齢者を対象として活動するボランティアグルー

プおよび地域共生社会の実現につながる活動を行

っている高齢者中心のボランティアグループに対

し、活動において継続的に使用する用具・機器類の

取得資金 

平成 31 年度おもちゃ

セット助成事業 

５月２５日 日本おもちゃ図書

館財団 

①既設のおもちゃ図書館 

②新設のおもちゃ図書館 

③老人福祉施設・老人ホーム  

 

2019 年度ニッセイ財

団高齢社会助成公募Ⅰ 

５月３１日 日本生命財団 地域包括ケアシステムの展開、そして深化につなが

る４つのテーマに該当するチャレンジ活動  

 

第 17 回「配食用小型

電気自動車寄贈事業」 

6 月 7 日 みずほ教育福祉財

団 

高齢者向けに配食サービスを行っている民間団体

に対する配食用小型電気自動車（愛称：みずほ号）

の寄贈 

2019 年度 障害者支

援団体への助成   

６月７日 社会福祉法人木下

財団 

小規模作業所や授産施設、グループホーム、地域活

動支援自立生活支援、就労継続支援等  

2019 年度ニッセイ財

団高齢社会助成公募Ⅱ 

６月１５日 日本生命財団 ①「実践的課題研究助成」研究者または実践家 

②「若手実践的課題研究助成」実践的研究をしてい

る４５才未満の研究者または実践家  

   

助成金情報 

こまえくぼホームページには、ボランティア募集やイベント・

講座の情報を多数掲載しています。 

助成金の申請に悩んだら、こまえくぼ 1234 にご相談ください 
 こまえくぼ 1234 では、助成金に関する情報を提供している他、助成金に関する 

相談も受け付けています。 

「新しい事業をやってみたいけど、活用できる助成金はあるの？」 

「助成金ってどういうところが出しているの？」 

「申請書の書き方がよく分からない・・・」 

「他の団体は、どういうふうに助成金を使っているの？」などのお悩みは、 

お気軽にご相談ください。 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こまえくぼ 1234（狛江市市民活動支援センター） 

指定管理者：社会福祉法人狛江市社会福祉協議会 

〒201-0003 狛江市和泉本町 1-2-34   

T E L 03-5761-5556  

F A X 03-5761-5033  

E-mail info@vc.komae.org 

W E B http://komaekubo1234.kokosil.net/ 

 火曜・祝日・年末年始を除く午前 10 時～午後５時 

 

 

狛江駅南口より徒歩５分 
（小田急線側道を直進、突き当たり左手の高架下） 

 四谷の街を歩いていた。四谷四丁目の交差点か

ら外苑西通りを北へ向かう、ゆるい坂道。その辺

りはいわゆる寺町で、墓地の向こうに大きなマン

ションが建っている。 

 僕は前を歩く幼稚園帰りの女の子を追い越そ

うとしていた。歩幅が違うから、追い越すつもり

はなくても自然とそうなる。ふと見ると、女の子

は満面の笑みを浮かべていた。とても幸せそう

に、目をキラキラ輝かせて。なぜだろう。女の子

は一人で歩いているのだ。 

 女の子はマンションを見上げていた。僕は彼女

の視線の先を追った。そしてすぐに気づいた。マ

ンションのベランダで若いお母さんが大きな黄

色い旗を振っていたのだ。お母さんもやっぱり笑

っていた。笑いながら、畳半分くらいの大きさの

旗を力いっぱい振っていたのだ。よくわからない

が、二人の間でよほど楽しいことが起きたのだろ 

う。女の子は小走りになり、笑顔で僕を追い抜い

ていった。 

 これはただそれだけの話で、この先に何の展開

もない。あの親子と僕との間には何の接点もな

い。黄色い旗の意味もわからない。もしかすると

深い意味はないのかもしれない。 

 日常のささいな出来事なのに、あの風景は忘れ

られない。あの親子の笑顔を思い出すと、今でも

僕はほんの少し幸せな気分になる。もう十年近く

たつのだけれど。 

 みなさんにはこんな経験ありますか？ 

 

志賀泉さんプロフィール 

狛江市内の障がい者福祉施設（麦の穂）に勤務。執

筆活動では、2004年「指の音楽」（筑摩書房）で太宰治

賞受賞。2017 年には故郷である福島県南相馬市を舞台

にした「無情の神が舞い降りる」（筑摩書房）を出版。

「無情の神～」はフランス語訳も出版された。 

●狛江駅周辺 狛江駅／セブンイレブン狛江店／城南信用金庫／きらぼし銀行狛江支店／マクドナルド狛江マルシェ

店／啓文堂狛江店／小田急 OX／フィックスヘア／泉の森会館／ベルジュバンスサロン長谷川／カイロプラクティック

センター狛江／ドコモショップ狛江店／カーブス狛江駅前／よしだ接骨院／みずほ銀行狛江支店／セブンイレブン狛

江駅北口店 ●市役所周辺 狛江市役所／市民センター／肉の白井／木村メガネ／セントラルハイツ／ミニストップ狛

江和泉本町店／狛江さわやか整骨院／一心亭／いち屋／藤田不動産 ●市内全郵便局・あいとぴあセンター周辺 

あいとぴあセンター／西河原公民館／Iida-ya／むいから民家園／青空フードコート／和泉児童館／カットハウス丸山

／防衛省共済組合狛江スポーツセンター ●覚東交番周辺 いなげや／ハイ・タウン／野川地域センター／文具みし

ま堂／セブンクリーニング ●和泉多摩川駅周辺 きらぼし銀行和泉多摩川支店／みんなの広場／美容室 TBK 和泉

多摩川店／カレーショップ・メイ/BLUE 多摩川ｱｳﾄﾄﾞｱﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ ●狛江郵便局周辺 市民総合体育館／コマエ理容

室／きさらぎ整骨院 ●上和泉地域ｾﾝﾀｰ周辺 上和泉地域センター／いち絵／K.Base ●一の橋周辺 東京靴流通

センター／岩戸地域センター／カットスペース フィールド／トヨタ東京カローラ狛江店／ク．フワーフ ●二の橋周辺 ミ

ニストップ狛江岩戸北店／びっくりドンキー●水道道路付近 京王ストア駒井店／岩戸児童センター／南部地域センタ

ー／シルバー人材センター ●喜多見駅周辺 グランダ喜多見／名倉堂接骨院 ●福祉施設・事業所等 ワーク・イン 

メイ／グループホーム朋／こまえ工房／ひかり作業所／福祉ネット「ナナの家」／はっぴぃハウス／こども教室「える

ぶ」／ゆめぽっと／フリースクール KOPPIE／(有)ケアサポートモア／ニチイケアセンター狛江元和泉／こまえ苑／こま

え正吉苑／ライフケアさんさん／ふれあいサロン「夢むー」／(福)狛江保育園／NPO狛江共生の家／狛江のいずみ／ 

ツクイ狛江／イリーゼ狛江／イリーゼ狛江別邸 

志賀泉さんコラム 
第 50 回：黄色い旗のある風景 

NPO 法人 
ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ狛江 
の食品寄贈 
受付け中!! 


