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●フリースペース 

イベント情報 

●ボランティア・市民活

動関連情報 

●助成金情報 

●コラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こまえくぼフリースペースイベント】 

小・中・大学生で 

狛江クリーンアップ大作戦！ 

 狛江の小中学生と大学生とで力を合わせて、狛

江のまちをきれいにしよう！ 

明治大学ボランティアサークル LINKs は、毎

年狛江で清掃活動をしています。クリーンアップ

大作戦では、小・中・大学生混合のチーム対抗で

ゴミ拾いを行います。 

 

●日時 

10 月 15 日（日）午後２時～５時 

※雨天の場合は 10 月 29 日（日）に延期 

●場所 

こまえくぼ 1234 フリースペース 

および狛江市内 

●対象 

 小学生～中学生 

●参加費 

 無料 

●定員 

 30 名（先着順） 

●主催 

 明治大学ボランティアサークル LINKs 

●お申込み方法 

10 月 13 日（金）までにこまえくぼ１２３４

までお申込みください。メールでお申込みの際

には、①お名前②ご住所③電話番号④学校と学

年を明記ください。 

●お申込み・お問合せ先 

こまえくぼ１２３４ 

（狛江市市民活動支援センター） 

第 17 号 

発行：こまえくぼ１
いち

２
に

３
さん

４
よん

 （狛江市市民活動支援センター ） 

 

衆議院議員選挙に伴い、センターが投票所とし

て使用されるため、以下のとおり臨時休館となり

ます。ご注意ください。 

投票日前日：10 月２1 日（土）午後 1 時～5 時 

投票日当日：10 月 22 日（日）終日 

 

こまえくぼ１２３４ 臨時休館のお知らせ 

【こまえくぼフリースペースイベント】 

障害のある子が『親なきあと』に 

お金で困らないために 

 
 親亡き後も、障害のある子どもたちが豊かな人

生をおくるためには、どんな準備を心がけたらよ

いか。渡部 伸 氏(行政書士、「親なきあと」相談

室主宰)を講師に迎え、親が準備しておくべきこ

と、お金のことを中心にお話しいただきます。 

 

●日時 

11 月６日（月）午前 10 時～正午 

●場所 

こまえくぼ 1234 フリースペース 

●参加費 

 狛江市手をつなぐ親の会会員：無料 

非会員：500 円 

●定員 

 60 名 

●主催 

 狛江市手をつなぐ親の会 

●お申込み先・お問合せ先 

E-mail hutohuto2104@gmail.com 

 （大澤） 
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こまえくぼ１２３４ 

広報部会 メンバー募集中 

広報部会では「こまえがお」という広報誌を作

成しています。市内の市民活動や参加する人にス

ポットをあてた、「市民活動を元気にする広報誌」

づくりを目指しています。 

多彩なメンバーが、住んでいる地域、仕事や活

動、年齢をこえ共に活動しています。楽しく、熱

く狛江の市民活動を発信してみませんか？ 

 

●活動場所 

こまえくぼ１２３４ほか、市内 

●活動日時 

編集会議が月に１回～２回あります。平日の午

後 6 時頃～2 時間程度です。５月、９月、１月を

中心に、取材、原稿作成を行います。 

●お問合せ先 

こまえくぼ１２３４ 担当：志田 

Kitte
キ ッ テ

 Café
カ フ ェ

 

 ～ひと息つきながらちょこっとボランティア～ 

 
 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たり、仕分け

をしたり、簡単な内容です。ひとりで、お友達と、

ご家族と…。お申込み不要、どなたも大歓迎です。 

●日時 

10 月 13 日（金）、20 日（金） 

いずれも午後１時～３時の間出入り自由。 

●場所 

こまえくぼ１２３４ フリースペース 

●その他 

 古切手の回収にぜひご協力ください。こまえく

ぼ１２３４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 

（狛江市市民活動支援センター） 

国立成育医療研究センターの 

ボランティア募集（男女問わず） 

 
国立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。外来ガイド、休日救急、病棟、

シッティング、図書、ショップ、園芸などをして

います。募集説明会に参加ご希望の方は、TEL

または FAX でお申込みください。 

 

●募集説明会 

11 月 16 日（木）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） 

●お申込み・お問合せ先 

TEL 03-3416-0181（代）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事務局 

FAX 03-3416-2222 ボランティア宛て 

詳細はホームページをご覧ください 

HP http://www.ncchd.go.jp/ 

～高齢者・障がい者のための～ 

無料・成年後見相談会 

「無駄な通信販売や訪問販売の被害にあって

るのではないかしら…」「成年後見制度ってな

に？どうしたら利用できるの？」「障がいや認知

症のある家族が心配…」「お金の管理が心配…遺

言や相続のことが心配…」 経験豊富な司法書士

が親身にご相談をお受けします。※相談内容の秘

密は厳守されます。 

 

●日時 ※要予約 

11 月 11 日（土）午前 10 時～午後４時 

●場所 

狛江市防災センター３階 301～303 会議室 

●主催 

(公社)成年後見ｾﾝﾀｰ･ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ東京支部 

●共催 

 狛江市・社会福祉法人狛江市社会福祉協議会東

京司法書士会 

●お申込み・お問合せ先 

狛江市社会福祉協議会｢あんしん狛江｣ 

TEL 03-3488-5603 
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赤い羽根共同募金運動が始まります 

 １０月から赤い羽根共同募金運動が展開され

ます。募金へのご協力をよろしくお願いします。 

 

●募金の方法 

次のいずれかの方法で募金にご協力ください。 

①募金ボランティアが各ご家庭を訪問した際に

募金する 

②協力自治会を通じて募金する 

③街頭募金で募金する 

【市内福祉施設、団体等による街頭募金】 

10 月１日（日）午前 10 時～正午 

場所：狛江駅、喜多見駅 

10 月３日（火）午後４時 30 分～6 時 

場所：狛江駅 

【狛江市少年野球連盟による街頭募金】 

10 月 21 日（土）午前 10 時～正午 

場所：狛江駅、喜多見駅 

④募金箱へ募金する方法 

【募金箱設置店・施設】 

狛江市役所福祉総合相談窓口、中央公民館、西

河原公民館、各地域センター、あいとぴあセン

ター、市民総合体育館、あめや酒店、飯田屋、

いなげや狛江東野川店、カレーショップメイ、

木村メガネ、高延商店、さわやか整骨院、こま

えくぼ１２３４（狛江市市民活動支援センタ

ー）、その他市内保育園・福祉施設等 

⑤郵便局、銀行で振り込む方法 

⑥社会福祉協議会職員が受取りに伺う方法 

●赤い羽根共同募金の使いみち 

 赤い羽根共同募金は、子ども、障がい者、高齢

者などを対象とした地域の福祉施設・団体を支

援する募金です。狛江市内で集まった募金は、

主に狛江市内の福祉施設・団体へ配分され、役

立てられています。また、募金の一部は「災害

等準備金」として積み立てられ、災害時には「災

害ボランティアセンター」の設置や運営など被

災地支援に役立てられています。 

●お問合わせ先 

狛江市社会福祉協議会 赤い羽根共同募金担当 

住所 狛江市元和泉2-35-1あいとぴあセンター内 

TEL 03-3488-0294（代表） 

FAX 03-3430-9779 

東京ボランティア・市民活動センター 

当事者ボランティア・市民活動推進事業助成 

 
障害、病気などの体験や困難を抱えている人

が、体験を共有し助け合うための活動や他者や

社会のために行うボランティア・市民活動に参

加する際に、中間支援組織等が行う相談や支援

活動および啓発活動を円滑にするために必要

な、専門家からの情報提供や助言を得るための

費用について助成する。 

●助成対象 

（1）東京都内区市町村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ

（2）当事者によるボランティア・市民活動団体 

（3）当事者によるボランティア・市民活動を推

進する NPO 等の中間支援組織 

（4）上記（1）～（3）は複数地区・団体によ

る申込みも対象とする。 

●対象内容 

（1）対象団体による当事者への相談、活動先の

紹介、同行支援活動に必要な情報提供および助

言を得ることに必要な謝金、交通費 

（2）対象団体による当事者への相談、支援活動

に関する事例検討や学習会において教授および

助言を得ることに必要な謝金、交通費 

（3）対象団体による当事者および市民への当事

者ボランティア・市民活動の紹介や情報提供に

際して必要な謝金、交通費 

（4）上記（1）～（3）について当事者のもつ

経験や困難に関して知見をもつ学識経験者、支

援施設・活動団体または当事者本人に対し、支

出する費用を対象とする。 

（5）緊急に対応することの必要性等を鑑み、対

象内容については年度内に限って対応後及び支

出後の費用も対象とする。 

●助成金額 

助成対象費用の全部または一部について、１

案件１回につき 5 万円を上限に助成する。同団

体からの複数回の申込みについては、本事業の

予算の範囲内で対象とする。 

●お申込み方法 

随時受付け、月ごとにとりまとめて決定。本

年度の最終申込締切は、平成30年3月9日（金） 

●お問合せ先 

東京ボランティア・市民活動センター 

TEL 03-3235-1171 

FAX 03-3235-0050 
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●狛江駅周辺 狛江駅／セブンイレブン狛江店／城南信用金庫／都民銀行／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 ●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 ●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／ブティックゆう／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／覚東写真店／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 八千代銀行／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 ●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 こもれび／こまえ工房 もえぎ／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 

 

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） 

志賀泉さんプロフィール 

２００４年「指の音楽」（筑摩書房）で太宰治賞受賞。

２０１７年２月に新刊「無情の神が舞い降りる」（筑摩

書房）を上梓。故郷である福島県南相馬市を舞台にし

た「震災文学」として注目される。 

志賀泉さんコラム 

第 3５回：チェルノブイリに行ってきた 

唐突ですが、チェルノブイリ・ツアーに参加し、

原子炉を覆う巨大シェルターと関連施設、周辺の

廃墟を視察し、廃村に戻った村人やサナトリウム

で保養する子供たちと触れ合ってきました。全て

を語るにはこの紙面をぜんぶ使っても足りないく

らいです。 

そこで、強く印象に残ったサナトリウムの話を

します。ベラルーシ共和国にある「希望 21」です。

ここは汚染地域に住む子供たちが（病気がなくて

も）３週間、安全な場所で心身を保養する施設で

す。移動はクラス単位、無料です。 

施設に到着した時、子供たちが宿舎の窓に集ま

り屈託ない笑顔で手を振ってくれました。身体に

異常のある子もない子も分け隔てなく、安心して

過ごしている様子が伝わってきました。僕は遊技

場で「ニンジャを見せて」というリクエストに応

え（忍術は出来ないので）居合道を披露しまし

た。藁ホウキで。みんな楽しんでいました。プ

レゼントは「麦の穂」の自主製品、押し花のメ

ッセージカード。数は足りなかったけど、少し

でも癒しになってくれたらと願います。 

夜はなんと、ディスコまであります。僕も一

緒に踊りました。チェルノブイリ事故は確かに

悲惨で悲しい出来事でしたが、当事国では今、

子供の命を守ることを最優先課題にしていま

す。日本にも同様の保養施設が必要だと痛感し

ました。（希望があれば記録映像の上映と報告会

をしたいと思います） 

 

NPO 法人 
ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ狛江 
の食品寄贈 
受付け中!! 


