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しみずボラセン情 報
～9 月は福祉のまつり・・・どんな出逢いが待っているでしょう～

第 37 回 静岡ふれあい広場

NEW

桜ヶ丘病院で

今年もやります！「ふくしのおまつり」

ボランティアをしてみませんか？

各ブースで、活動紹介や物品の紹介等様々な催し
を行い、市民の皆さんと交流の機会を開きます。

桜ヶ丘病院では、入院患者のお話し相手、院内散
歩、紙芝居、本の朗読、手品や歌、踊りの披露など
を行って頂けるボランティアを募集しています。
日 時：平日の 9:00～13:00
（時間については要相談）

日 時：9 月 4 日（日）9：30～15：00
※ 小雨決行
場 所：青葉シンボルロード（市役所静岡庁舎西側）
内 容：スタンプラリー・ステージ・
福祉団体の活動紹介など

お問合せ：静岡ふれあい広場実行委員会事務局
静岡市社会福祉協議会
TEL 054-255-7127
FAX 054-653-0039

※ボランティア保険への加入は、病院が負担します

★お問合せ★
はーとぴあ清水ボランティアセンター
TEL054 371 0290
NEW

NEW

静岡県おもちゃ図書館交流会
（音と ともだち♪みんな ともだち）

ボランティア募集
「おしゃべりぱんだ」さんによるおはなし付きコ
ンサートや、
「幼児向け実技サークルパレット」さ
んによるリトミックなど、交流会全般のお手伝いを
して頂けるボランティアを募集します！！
日
時
集合時間
集合場所
（会場）
内
容
持ち物
募集条件
主
催

１０月２９日（土）10:00～15:00
9：00
静岡市清水社会福祉会館
「はーとぴあ清水」６階 多目的ホール
清水区宮代町１－１
受付、準備、片づけ等運営の補助
お弁当、水筒、タオル
なし（どなたでも）
静岡県おもちゃ図書館連絡会

★申込・お問合せ★
しずおかおもちゃ図書館
ボランティアセンター静岡 （担当：深澤）
〒420-0854
静岡市葵区城内町１－１
TEL 054-254-633０
FAX 054-653-0039

担当 稲田

ぽかぽかちょきちょきクラブ
ボランティア募集
～子育て中のお母さん、お父さん大歓迎～

ぽかぽかちょきちょきくらぶ、略して「ぽかちょ
きクラブ」では、季節の壁面工作の活動を主に、現
役子育て中のお母さんを先生として幅広い世代の
ボランティアのみなさんが協力しながら、毎月わき
あいあいと活動しています。
お子さんがいる方もいない方も、是非一度、活動
体験してみませんか？
（当日、直接来て頂いて構いません）
9 月は
「お月見」を
テーマに作成
しました

日時 ９月３０日（金）13：００～
会場 はーとぴあ清水ボランティアセンター
１階 ボランティアビューロー
★お問合せ★
はーとぴあ清水ボランティアセンター
TEL 054-371-0290

ニット工 房 ライク

清水手をつなぐ育成会

～ボランティア募集～

バーベキューボランティア募集

下請の作業を一緒にお手伝いして頂けるボランテ
ィアさんを募集しています。利用者が作業する前準
備の簡単なものです。どなたでも！いつでも！１時
間でも！大歓迎です！！
特に、お近くの方からのご連絡お待ちしております。
☆お問合せ☆
NPO 法人ニット工房ライク
静岡市清水区草薙一里山２６－９
TEL 054-347-7337
担当：増田

NEW

★☆赤い羽根共同募金☆★
街頭キャンペーンボランティア募集！
日 時：
（いずれか）
① 10 月１日（土）12:00～13:30
【ベイドリーム清水】
② 10 月２日（日）13:00～14:30
【フレスポ静岡、イオン清水店】
③ 10 月８日（土）12:00～13:30、13:30～15:00
【IAI スタジアム】

清水手をつなぐ育成会では、障がい児の兄弟姉妹・保
護者が、お互いに心を開いて悩みを打ち明けることがで
きる場づくりのためのバーべキューを開催します。そこ
で、兄弟姉妹・保護者がのびのびと楽しく過ごせる様に、
障がい児の支援や見守りをして頂けるボランティアを
募集します。
日 時：9 月 24 日（土）10：00～15：00
もくげいしゃ

さ

と

場 所：木藝社 SATO
静岡市足久保奥組堀下２１２
内 容：①楽しくワイワイ BBQ
②ワークショップ１（カラーセラピー 他）
③ワークショップ２（アートワーク）
対 象：大学生以上で、障がい児支援に興味のある方
募集人数：5 名
参加費：無料
※現地集合、現地解散となります
★お問合せ★
清水手をつなぐ育成会
TEL：054-367-0260
担当：寺田
（18：00～21：00 の時間帯にご連絡ください）

④ 10 月８日（土）1３:00～14:３0
【エスパルスドリームプラザ】
⑤ 10 月９日（日）
11:00～1２:00 【エスポット清水天王店】
14:00～15:00 【ベイドリーム】
集 合：活動 10 分前に 各活動場所
内 容：赤い羽根共同募金の PR・呼びかけ
募金をしてくれた方へ共同募金 PR 用ポケ
ットティッシュの配布など
申 込：直接お電話にて下記へ
★赤い羽根共同募金とは…★
昭和２２年、第１回の共同募金運動「国民たすけあ
い共同募金運動」が全国的に展開されました。
「じぶんの町を良くするしくみ」として、集まった募
金の約７０％は、この地域を良くするために、民間の
福祉施設や福祉団体の助成に使われています。
☆お問合せ ・お申込み☆
清水区共同募金委員会事務局
（静岡市社協清水区地域福祉推進センター内）
TEL 054-371-0292

担当 大庭、望月

視覚障害者の方と
楽しく交流してみませんか？
視覚障害者とともに歩むグループ「あゆみ」では、
一緒に楽しく交流してくれるボランティアを募集し
ています。
① フロアバレーボール
月 2 回実施 （日曜日 9:00～12:00）
９月 4 日（日）清見潟公園
９月 18 日（日）県福祉会館
② サウンドテーブルテニス
月２回実施（日曜日 13:00～、土曜日 18:00～）
９月 11 日（日）13:00～はーとぴあ清水
9 月 17 日（土）18:00～
〃
★お問合せ★
杉山 文雄（あゆみ代表）
TEL 054-345-5457
西ヶ谷 勝男（視覚障害者代表）
TEL 054-364-4792
はーとぴあ清水ボランティアセンター
TEL 054-371-0290

★☆ 福祉のまつり 201６ ☆★
～ みんな笑顔に

なれる場所～

日 時：９月 2５日（日）9：00～15：00
場 所：清水マリンパークイベント広場（静岡市清水区港町１丁目 7－8）
内 容：①福祉活動を進めるチャリティーバザー
②ボランティア活動等資金づくりのためのフリーマーケット
③福祉施設・団体、ボランティアグループの活動紹介
④歌や演奏、ダンスなどのステージ発表
⑤福祉体験コーナー
✽福祉のまつり実行委員会 事務局✽
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター
備 考：JR 清水駅から会場までの送迎あり
静岡市清水区宮代町 1-1 はーとぴあ清水 2F
（高齢者・障がい者対象）※要予約
TEL054-371-0292／FAX054-367-2460

福祉のまつり とは・・・
子どももお年寄りも、障がいのある人もない人も全ての市民が安心して豊かに暮らすことができる福祉のまち
づくりのため、みんなが交流し合い、社会福祉への理解を深めるきっかけとなる場として開催しています。

当日運営ボランティア募集！

チャリティーバザー物品募集！

福祉のまつり 2016 当日の運営にご協力いただけ
る方を募集します。年齢、性別、ボランティア経験の
有無は問いません。楽しいボランティアが目白押しで
すよ！
興味のある方は、ぜひご応募ください！

チャリティーバザーを実施するにあたり、今年も
市民の皆様や企業・団体の皆様から、バザー物品を
募集いたします。収益はまつりの運営やボランティ
アグループの活動に役立てられます。提供物品は１
点からでも OK です。ぜひ、ご協力をお願いいたし
ます！

活動日時：9 月 25 日（日）8:30～15:30
活動場所：清水マリンパークイベント広場
活動内容： ・子どもの遊び体験の補助
・受付、パンフレット配布
・スタンプラリー受付、景品交換
・福引き運営補助
・ゴミの分別等会場内の清掃活動
・来場者アンケート など
募集締切：9 月９日（金）

✿タオル類（バス・フェイス・ハンドタオル等）
✿石鹸類（固形、液体どちらでも）
✿洗剤類（洗濯・食器・掃除用洗剤、漂白剤等）
✿キッチン用品（ラップ、アルミホイル、スポンジ）
✿食品類（缶詰、調味料、油、インスタント食品、
飲料、ビール、酒等）
※提供物品は全て未使用のものに限ります
※賞味期限が 10 月 1 日以降の物でお願いします
※ ㊟陶器、衣類、書籍は募集を行いません
収集場所：はーとぴあ清水 1 階ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ
募集期間： 8 月 10 日（水）～9 月 9 日（金）

ダンボールをご提供ください！
バザー物品を会場まで運ぶための「ダンボール」を
募集します。用途をよくご理解いただいた上で、きれ
いなダンボールをご提供ください。ご協力よろしくお
願いいたします！
◆ダンボール（バザー物品を搬送する際に使用）
※大きめの物をお願いいたします
収集場所：はーとぴあ清水 1 階ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ
募集期間：8 月 10 日（水）～9 月 9 日（金）

定期連載！ ボランティアのつぶやき
おしゃべりサロン「すっきり」が紹介する 論語
リオ・オリンピックに出場する選手は心も強く、や
り遂げようという心はどの様に培われるのかね！？
と言う話題になりました。
今月の論語は

ご う き ぼくとつ

じん

ちか

剛毅木訥、仁に近し
❤意味は・・・
欲望に負けない理性があり、正しいことなら迷い
なく行う。行動力があり、見栄がない。
剛・毅・木・訥を身につけて、簡単に諦めず、粘り
強いこと
剛（強い、意志が強固である）
毅（物事にくじけない、決断力がある）
木（ありのままで飾り気のないこと）
訥（おそい、にぶい）
仁（思いやり、いつくしむ）
❤話しあったこと・・・
剛・毅・木・訥の内ひとつでも身につけるように
したいね
❤おしゃべりサロン「すっきり」の予定は・・・
９月１２日・２６日
１０：００～１１：４５
（毎月第 2、４月曜日）
～はーとぴあでお待ちしております～

一緒に似顔絵を描きませんか!!
私達は、
「ぼら Café 似顔絵講座」の受講生が始めた
似顔絵の会です。
うまく描こうとは思わず、一緒になってコミュニケ
ーションをとりながら、楽しく勉強をしています。
『決してけなさない』『良い所を見つける』が、
モットーです。
あなたも一緒に勉強しましょう！

高 校 生 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ
★チーズケーキ★
「ボランティアに興味がある！してみたい！」と、そ
んな思いを持った高校生が集まっています！
今年度も自主企画としておもちゃ図書館での紙芝居
企画や人形劇を検討しています！
その他にも各種イベント参加、個々のボランティア
をしていきたいと思っています。
新メンバー募集中です。特に 1、２年生、お待ちし
ています。もちろん、3 年生もお待ちしています！！
◆定例会◆
集まったメンバーで、日時を決めていきたいと思いま
す！興味のある方は、ボランティア・市民活動センター
（054-371-0290）までお願いします！

介 護 の 悩 み 相 談 所
お し ゃ べ り サ ロ ン
～おしゃべり会におでかけ下さい～

家族を介護されているみなさん毎日お疲れ様です。
日
頃の悩みや、
心配ごとを同じ介護者のみなさんと話して
みませんか？
日 時：毎週木曜日
１０：００～１４：００
場 所：は－とぴあ清水 1 階ボランティアビューロー
お問合せ：介護家族の会
電 話：054-371-0290
※ どなたでもお気軽にお出掛け下さい
※ 時間内でしたら、途中からの参加でも構いま
せん
※ 介護経験者、ボランティア、看護士、介護 OB
などがアドバイスします
≪編 集・発 行≫
静岡市社会福祉協議会
清水区地域福祉推進センター
ボランティア・市民活動センター清水
〒424-0807 静岡市清水区宮代町 1-1

開 催日：毎月２回 水曜日 13:30～15:30
９月７日・２１日
場 所：はーとぴあ清水１階ボランティアビューロー

Tel 054-371-0290 / Fax 054-367-2825
URL http://www.shizuoka-shakyo.or.jp
E-mail vc-shim@shizuoka-shakyo.or.jp

