■お問い合わせ・お申込みは、各
主催者へ直接ご連絡ください。
■掲載希望の場合、毎月１５日ま
でに（土日祝の場合その前日）
FAX 又は E メールで原稿をセンタ
ーへお送りください。（送付先は
１２面参照）

紙面の都合により情報が掲載で
きない場合もありますのでご了
承下さい。

柿のたね
冬のミニバザー
障害者と健常者の出会いの場「マジカ
ルハウス柿のたね」では恒例の冬服・食
器の在庫一掃冬のミニバザーを開催し
ます。是非おいで下さい。
お手伝い（売り子・運搬等）も募集し
ています。
[日時]２月１１日（日）
１１：００～１４：００
[場所]油面住区センター
（中町１－６－２３）
[申込・問合せ]
マジカルハウス柿のたね
TEL ３７９４－０３６７
e-mail kakinoki@big.or.jp

エコライフめぐろ推進協会
環境講演会「地球温暖化
と私たちの未来」
地球は本当に温暖化しているのか？
未来はどうなっていくのか？地球のた
めに私たちはどう向き合っていくべき
なのか？みなさんで考えましょう。
[日時]２月１７日（土）
１３：３０～１５：３０
[場所]中目黒住区センター
（中目黒２－１０－１３ 中目黒スク
エア内）
[講師]江守 正多氏（国立環境研究所 地
球環境研究センター温暖化リスク評価
研究室長、気候変動リスク評価研究室
長）
[参加費]無料

[定員]先着１００名（２歳以上の未就学
児の保育あり※先着５名）
[申込方法]保育を希望の方は２月５日
（月）までに下記へ TEL。
[申込・問合せ]
エコライフめぐろ推進協会
TEL ３７１５－７８３５
FAX ３７１５－８８２６

NPO 法人 青松の 会
「おおぞら」
第１回おおぞら施設開放
NPO 法人 青松の会「おおぞら」で
は新施設移転後、初の施設開放を実施
いたします。模擬店・ゲームコーナー・
大道芸などを催します。是非、遊びに
いらしてください。
[日時]３月３日（土）
１０：００～１５：００（雨天決行）
[場所]NPO 法人 青松の会「おおぞら」
（中央町２－３２－１３）
※スマイルプラザ裏
[問合せ]
NPO 法人 青松の会「おおぞら」
TEL ３７１０－２５３１

平成２９年度
親族後見人交流会
専門職を交え、親族後見人同士の意
見・情報交換、後見活動の学習を行いま
す。後見人として不安に思うこと、活動
していて戸惑うこと、皆に聞いてみたい
ことなどを話し合ってみませんか。オブ
ザーバーとして専門職（司法書士・目黒
区高齢福祉課保健師）が実務に関する相
談にも応じます。
[日時]２月２２日（木）
１０：００～１２：００
[場所]目黒区総合庁舎別館４F 研修室
（上目黒２－１９－１５）
[対象]成年後見人等を受任している親族の方
[参加費]無料
[申込・問合せ]目黒区社会福祉協議会 権利
擁護センター「めぐろ」
TEL ５７６８－３９６４
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自然育児ミニ講演会
アメにもカゼにも負けな
いつよい子どもの育て方
子どもたちには、人には「自分を治す力」
が備わっています。自己治癒力があること
を体験させることで、子どもの自分を信じ
る力（自信）を育てます。医師にかかる前
に、母親が子どもの状態を見極めることは
育児をするうえでとても大切なことです。
今、クリニックに行くか？今は行かないで
いいか？小児科の先生に、そのポイントを
お聞きしましょう。
[日時]３月４日（日）
１０：００～１２：００
[場所]東山住区センター 第１会議室
（東山３－１９－１８）
[講師]高野 弘之氏（小児科医 豊受クリ
ニック院長）
[参加費]無料
[申込方法] 下記へTELまたはe-mailにて
要予約※保育なし
[申込・問合せ]
SAY（心と身体の健康を考える会）
TEL ０８０－５４１９－３５３２
（外川）
e-mail say_your_room@yahoo.co.jp

NPO 法人めぐろ子ども支援
ネットワーク「みんなのトリセ
ツづくりワークショップ」
子育てや人間関係に役立つ自分の
「トリセツ」作りで折り合いの付け方
のヒントを見つけましょう！月間訪問
者数２４０万人の「LITALICO 発達ナ
ビ」鈴木編集長があなたのトリセツ作
りをお手伝いします。どんなトリセツ
ができるかお楽しみに！お気軽にご参
加ください！
[日時]３月１０日（土）
１０：００～１２：００
[場所]目黒区総合庁舎２F 大会議室
（上目黒２－１９－１５）
[講師]鈴木 悠平氏（LITALICO 発達ナビ
編集長）
[対象]目黒区在住・在勤・在学の方
[参加費]無料
[定員]先着１００名
[申込締切]３月９日（金）１７：００

９

[申込方法]下記 URL から申込フォー
ムに必要事項を記入の上申込。
[申込・問合せ]めぐろ子ども支援ネッ
トワーク事務局
TEL
０９０－１８１０－１６２１（山賀）
URL
https://goo.gl/forms/loecAgFF
3BPBFLGH3

目黒区青少年プラザ
「ホストファミリーを募
集します」
角田市の小学生と友達になろう！兄弟
姉妹のように一緒に過ごそう！家族が増
えるってどんなだろう？とっても貴重な
体験です。
[日時]
（１）受入説明会 ２月２５日（日）
１４：００～１５：３０
（２）受入期間
３月２３日（金）１６：００頃～
２５日（日）１４：００頃（２泊３日）
[場所]中目黒スクエア内
（中目黒２－１０－１３）
[内容] 春休みに、友好都市・宮城県角田
市の子どもたち（小学４～６年生）を
迎えてください。※受入 1 人につき謝
礼として１２,０００円支給。
[対象]受入説明会に出席できる、目黒区在
住で、原則として小学生・中学生のお
子さんのいる家庭。
[定員]１５世帯（１世帯１～２人受入）選
考。
[申込締切]２月９日（金）必着
[申込方法]「ホストファミリー希望」と
明記し、氏名（ふりがな）
、郵便番号、
住所、電話番号、家族構成（学年、性
別、ペット含む）を記入の上、下記へ
TEL か FAX、郵送、電子申請にて申込。
[申込・問合せ]目黒区青少年プラザ
〒１５３－００６１ 中目黒２－１０—
１３ 中目黒スクエア内
TEL ５７２１－８５７５
FAX ５７２１－８５７７
URL
http://www.city.meguro.tokyo.jp
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東京ホームタウン大学
１日限りの学生募集！
「いくつになっても、いきいきと暮
らせるまちをつくる」を合言葉に、来
るべき超高齢社会に向けて、人と人が
つながり、安心して暮らせる地域づく
りを応援する東京ホームタウンプロジ
ェクトが、１日限りの「大学」を開校
します。実践的・実用的な知恵が集ま
り、多様な出会いが生まれる場。あな
たもぜひ１日限りの学生として、ぜひ
お出かけ下さい。
[日時]２月２４日（土）
１３：００～１７：００
（開場１２：００）
[場所]明治学院大学 白金キャンパス
（港区白金台１－２－３７）
[内容]
（１）基調トークライブ
（１３：００～１４：４５）
講師：山崎 亮氏（studio-L 代表、
東北芸術工科大学教授、慶應義塾大学
特別招聘教授）
（２）地域活動団体による分科会
（１５：３０～１７：００）
①介護予防 多様化するアプローチ
②認知症と向き合う・支え合う
③地域がつながる居場所づくり
④住民同士の支え合い多彩なスタイル
⑤世代や多様性を超えた交流のかたち
⑥事業者ができる地域との関わり方
⑦活動を多拠点で展開するための知恵
⑧プラチナ・ギルドアワード表彰式
（３）懇親会（どなたでも参加可能）
（１７：３０～１９：００）
（４）ボードマッチ
（１２：００～１７：００）
[対象]
（１）地域福祉の活動に取り組む
NPO・地域団体の方
（２）地域貢献活動に関心を持つ企
業・団体・個人の方
（３）社会福祉協議会・行政関係者
[参加費]無料※懇親会に参加される方
は５００円程度
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[定員]先着５００名（基調トークライブ）
要予約※分科会、ボードマッチ定員は
各会場で異なる
[申込方法]下記 URL から申込または、
HP からの申込が難しい場合は下記
へ連絡。
[申込・問合せ]「東京ホームタウンプ
ロジェクト」事務局（認定 NPO 法
人 サービスグラント）
〒１５０－０００２ 渋谷区渋谷１
－６－３－５０２
TEL ６４１９－４０２１
e-mail
tokyo@servicegrant.or.jp
URL
http://hometown.metro.tokyo.j
p/tokyohometownuniv2017/

点字あゆみの会
１日点字講習会
「点字あゆみの会」は、視覚障がい者
が豊かな社会生活を営めるよう、さまざ
まな活動を行うボランティアグループ
です。
今回の講座は、点字に興味を持っていた
だくことを目的とした初心者対象の講
習会です。
[日時]３月１１日（日）
１０：００～１５：００
[場所]東京都障害者福祉会館２F 洋室
（港区芝５－１８－２）
[参加費]１,０００円（点字練習器、点字
用紙などの実費）
※点字器をお持ちの方は要事前連絡。交
通費、昼食などは自己負担。
[申込締切]２月２３日（金）
[申込方法]氏名・住所・電話番号を明記
の上、下記へメール、または往復ハ
ガキにて申込。
[申込]点字あゆみの会
〒２２０－００７２ 横浜市西区浅
間町４－３３５－１－５０４ 中川
敦司宛
e-mail tenjiayumi@npo-jp.net
[問合せ]
TEL ３７１６－６９４６（酒井）

NPO 法人 有終支援いのち
の山彦電話
「東京都自殺防止月間」
「いのちの山彦電話」は、平成２
９年度「東京都 共催事業」として、
平成３０年３月の「東京都自殺防止
月間」は通常の（月）～（金）に加
え、（土）・（日）・（祝祭日）も下記の
時間帯で電話をお受けします。心身
の悩みを抱えている方、対人関係等
で悩んでいる方、閉じ込めているお
もいをどうぞお聴かせください！
[日時]１２：００～２０：００
※（金）は１２：００～２２：００
[問合せ]
TEL ３８４２－５３１１
URL
https://inochi-no-yamabiko.ji
mdo.com

[参加費]
（１）一般
２,０００円（１分科会のみ参加の場合
は１,０００円）
（２）大学生・短大生・専門学校生
１,０００円（１分科会のみ参加の場合
は５００円）
（３）高校生以下または、１８歳未満無料
※学生の方は学生証や年齢のわかるもの
を受け付けに提示。
「交流会」は軽食代として別途５００
円（１８歳未満は３００円）が必要。
入場料無料の企画あり。
[申込方法]所定の申込用紙（ボランティ
アセンター設置）に必要事項を記入の
上、下記へ FAX か郵送または、下記
URL にて申込。
[申込・問合せ]東京ボランティア・市民
活動センター
〒１６２－０８２３ 新宿区神楽河
岸１－１ 飯田橋セントラルプラザ
１０Ｆ
TEL ３２３５－１１７１
FAX ３２３５－００５０
URL
https://www.tvac.or.jp/special/
vf2018/

市民社会をつくる
ボランタリーフォーラム
TOKYO２０１８
「市民社会をつくるボランタリーフ
ォーラム TOKYO」は、私たちの暮ら
しに関わるさまざまな社会課題に焦点
をあて、それを共有し、私たち市民にで
きることを考えていくためのイベント
として、２００４年から開催していま
す。今年のテーマは「つながりをずっと、
出会いをもっと」。参加者のみなさんの
声や想いを大切に、このフォーラムを、
誰もが参加できる市民活動・市民社会を
考える機会にしていきたいと考えます。
みなさんのご参加をお待ちしています。
[日時]２月９日（金）～１１日（日）
[場所]飯田橋セントラルプラザ（新宿区
神楽河岸１－１）ほか
※分科会によって会場が異なる。
[内容]
（１）分科会
（２）フィールドワーク分科会
（３）交流会
（４）特別企画 など
※詳しいスケジュール、内容については
下記 URL またはパンフレット（ボラ
ンティアセンターに設置）確認。

[対象者]
高等学校卒業後、平成３０年度に大
学・短期大学・専門学校等への進学
を予定している下記の児童。
（１）児童養護施設・母子生活支援施設
入所中または退所した２０歳未満の方
（２）里親家庭
里親家庭に措置されている、または
措置解除後、引き里親家庭で同居し
ている２０歳未満の方
※（１）、（２）ともに平成３０年４月
２日現在の満年齢。
[助成金額]1 人あたり１０万円
[応募締切]２月１６日（金）
（当日消印
有効）
[応募方法]所定の申請書を下記からダ
ウンロードし、必要事項を記入の上、
添付資料とともに下記へ郵送（申請
者は施設長、または里親とする）。
※申請書に記入した学校とは異なる学
校へ進学することとなった場合は、
速やかに学校・学科・学部名、進学
先の変更理由、施設名、児童氏名を
記載した文書および当該学校の合格
通知書のコピーを提出。
[申込・問合せ]社会福祉法人 全国社会
福祉協議会 児童福祉部（担当：水谷、
上村）
〒１００－８９８０ 千代田区霞が関
３－３－２新霞が関ビル
TEL ３５８１－６５０３
FAX ３５８１－６５０９
e-mail taisyoji-sien@shakyo.or.jp
URL
http://www.shakyo.or.jp/guide/s
hikin/sponsor/20171228_jxtg.h
tml

平成２９年度ＪＸ—ＴＧ
奨学助成
児童養護施設、母子生活支援施設およ
び里親家庭の児童等が、高校卒業後の進
学を希望する場合、経済的な困難が問題
となることがあります。
本助成事業は、これら児童等が高等学
校卒業後、大学・短期大学・専門学校等
に進学する際の支度費等の一部を助成
することにより、児童の進学を金銭面か
ら援助し、児童の社会的自立を支援する
ことを目的とします。
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当コーナーでは、
毎月、イベント情報・ボランティア
募集情報など、
あなたの団体の PR をかねて、記事
を作成しています！
ぜひ、あなたの団体の情報をお寄せ
ください！
どうぞお気軽にお問合せください。
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