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場所

総合センター
２階 講堂

総合センター
１階 ロビー

総合センター
１階 ロビー

内容

血圧測定、車いす
舞踊、マジック
ダンス
グループ活動の
歌謡曲、落語、
野菜、花、ﾎﾟｯﾌﾟｺ 説明、紹介
ダンス
ｰﾝ販売等

総合センター
４階 講義室

お子様向け映画等

市内外で趣味や特技

6/18(土)～23(木) 6/19(日)
終日
終日

当会ボランティアセンターの登録

6/18(土)～23(木)
時間未定

都合により、一部変更になる場合が
あります。詳細は後日発行のプログ
ラムに掲載します。

6/18(土)
10 時～16 時

を通じて活動している

日時

グループが、日ごろの

映画上映

ボランティアグループ連絡会による

活動のようすを紹介し

たり、披露します。
（日

程・内容は下表のとおり）

今年も新たな参加団

パネル展示

体を迎え、一部では前

回とは違った内容が盛

り込まれる予定です。

□担当者は＝この機会

に、普段目にすること

体験・ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾅｰ

の少ないグループ活動

を見て、体験して、一

緒に楽しいひとときを

過ごしください。気軽

なご参加をお待ちして

歳

演芸発表

います。

□前回の参加者（

代女性）は＝ボランテ

ィアの活動を知って、

入会しました。今は目

的を 持って 有 意義な

日々を送っています。

６０

かわいいダンスの披露に会場からは大き
な拍手が・・・・前回の「にこにこボラ
ンティアまつり」＝総合センター講堂

「第６回にこにこボランティアまつ

ボランティアセンター運営委員会

り」が開かれます。

東北地方太平洋沖地震の被害
にあわれた皆様に心よりお見舞
い申し上げますとともに、犠牲に
なられた方々とご遺族の皆様に
深くお悔やみを申し上げます。
一日も早い復旧を心からお祈
り申し上げます。
当協会をはじめ、市内の公共施
設に募金箱を設置しております。
ご協力をお願いします。
なお、ご協力いただきました義
援金は「日本赤十字社」を通じて
被災者の皆さまにお届けします。

木田校区福祉委員会の重 を実施いたしました。高齢
点活動のひとつに、福祉教 者の皆様の指導のもと、悪
育の推進と充実（小・中学 戦苦闘のなか、全員が我が

核家族が進むなか、地域

顔に沸き立ちました。

校の福祉学習で福祉の心を ぞうきんを完成し喜びの笑
育む）があります。
その一環として、平成

年度の新活動に木田小学生 のおばあちゃんとの触れ合
会員が少しでも増え
（４年生１０２名）を対象 いに温かな絆が生まれたよ るのを期待して、ボラ
に地域高齢者の会 名の うでした。
ンティア部会協力のも
この企画は学校側からの要 と３月８日に講座を開

http://www.neyagawa-shakyo.or.jp

寝屋川市社協

当日はたくさんの方が参
そして 人もの方が入
加してくださり、賑やかに 会してくださることにな

ったらできそう」「時々で良

地域ボランティアなの花会

かに懇談。
くことを期待しています。
「こんなボランティアだ 北校区

おいしくできたお弁当を皆 こういう機会を通してボラ
で試食しながら楽しく和や ンティアの輪が広がってい

あわただしく各メニューに り、予想外のことに大喜び
取り組みました。きれいに しております。

１０

２２

方々と「ぞうきん縫製学習」

望もあり実現したものです。 催。会の主な活動であ
未来を背負う子ども達に る高齢者へのお弁当作
福祉の心が育ち将来の人材

りでボランティア体験をし かったらお役に立ちたい」
ていただこうと春らしい簡 「いずれはやりたい」など、

ームページをご覧ください

うれしい声も聞かれました。

群となることを強く期待い

福祉協議会の詳しい情報はホ

木田校区福祉委員会
委員長 井上光夫

単メニューを計画。

お弁当づくりでボランティアを体験

たしております。

ボランティアセンターや社会

１９

「ぞうきんづくりは難しかったけれど、おばあちゃん
が優しく教えてくれたので、うまく作れました」と、
男子児童 ＝木田小学校
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個人の楽しみ・やりがいを「社会のため」に
つなげる力量の高揚をねらいとして、ボランティ
アリーダースキルアップ講座を開きます。
日 時：平成２３年５月１８日（水）
午後１時～４時
場 所：市立保健福祉センター５階
会議室１・２
対 象：登録ボランティアグループのリーダー
およびそれに準じる人
定 員：２０人
講 師：環境教育事務所 Ｔａｏ舎
代表 大滝あや さん
内 容：ボランティアグループ吹田傾聴「ほほ
えみ」会長 長谷川美津代さんの事例
発表をとおしての講座
申込み〆切：４月２８日（木）
問合わせ：ボランティアセンター
電話 ０７２－８３８－０４００

ボランティア活動調整報告

知的障害のある４０代男性が
三重県の温泉へ行く際、
付き添って一緒に楽しんでくだ
さるボランティアを募集します。
（介助なし）
日 時：月１回
土または日曜日の
９時～１８時
場 所：やぶっちゃランド
（三重県）
※当日かかる交通費、食費、入浴
料については自己負担（４千円～
５千円）になります。
詳しくはボランティアセンター
までお問い合わせください。

【当ボランティアセンター取り扱い調整分（施設・団体に限定）
】

活動先
〔施設・団体〕

活動分野

活動内容

人
数

スペシャルオリンピックス

障害者

活動援助

４

グリーンヒル淳風

高齢者

行事援助

８

仁和寺地区福祉委員会
楠根校区福祉委員会

高齢者
高齢者

行事援助
行事援助

４
１

明和・明徳宇谷・東
個人
夢楽らいぶ一座
百楽の会

ヒューマンライフケア
寝屋川の湯

高齢者

行事援助

２

個人

さくら草
スペシャルオリンピックス

障害者
障害者

訓練補助
活動援助

２
２

グリーンヒル淳風

高齢者

行事援助

10

西
個人
明和・明徳宇谷・東
個人

６

障害児者を守る親の会

障害児

保 育

18

９
１９
１９

つかさの家
いちょう園
北校区土曜サロン部会

高齢者
高齢者
高齢者

行事援助
行事援助
行事援助

４
10
６

月

活動日

３・１０
１７・２４
１２・１３
１６・２５
２
１３
２０
２２
１
３・１０
５・９・
１３・２３
３ ２５

対応〔ボランティア・校
区・団体〕
個人

木屋・北・中央・木田
点野・和光・国松緑が丘
個人
音心の会
明和
美鈴会

ボランティアセンター通信
ランティア団体や個人登録

用する日を除いて、登録ボ

ィア相談員の会議などで使

当会の事務局やボランテ

入した方を優先とします

い。利用ファイルに先に記

用ファイルにご記入くださ

っている場合は、事前に利

あらかじめ利用日が決ま

入れたままにしないなど）

栓後のペットボトルなどを

また、冷蔵庫も管理（開

④ガスの元栓確認

き場側のドアの施錠確認

②机上の清掃 ③自転車置

たばかりの孫がいて、ミルクを飲ませるのに困
っています。どうかお願いします」と頭を下げ
ました。
すぐ、そばいた客３人が「それは大変ですね」
と、水を持ってレジに並びました。
通常であれば、制限がある品物についての買
い物としては不快な場面ですが、こんなときだ
からこそ！店の人も周りの人も「私にできるこ
とであれば」との思いから「どうぞ～」との思
いになれる場面でした。
現地のボランティアに参加できない分、今でき
ること、むだな買いだめをしない。節電募金など
「私にできること」は積極的にしたいものです。
（野涯）

センター使用後は利用さ

の方に開放しています。

が、重複した場合には、お

していただければご利用可

レジを済ませた女性は、店内に向かって「どな

れた団体もしくは個人で、

必要なときには会議や作

互いにゆずり合うようご配

能です。

３本までとあり、女性が買い物をしていました。

①使用物品の整理、片付け

業などでご利用いただけま

慮をお願いします。

先日、とある店頭で水のペットボトル、１人、

たか水を買ってもらえませんか？東京に生まれ
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す。
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寝屋川市では、外国人の皆様が日常生活などで困り
ごとができたとき、相談できるサービスをしています。
秘密は守りますので、安心して気軽に連絡してくだ
さい。相談は無料です。
□相談日時：毎週火曜日･土曜日
13：00～17：00
□相談場所：NPO 法人 寝屋川市国際交流協会
寝屋川市秦町 41-1 市立市民会館 1 階
市松模様の床が膨らんで見えるが、
すべて正方形で描かれており、感じ
られる丸みは錯視です。

電 話＝072-811-5935
□対応言語：日本語・英語
（その他の言語は相談してください）

