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～目が届く、手が届く、心が届く～

シニアサポーターの活動先が拡大されました！
７月に新規登録した
団体からお話を伺いました
「ラポール安倍川みろく・たまち（就労継続支援

B 型・生活介護）」では、機織り製品の作成、販
売を行っています。障がいをもつ利用者さん達
が助けあい、認め合い、笑い合いながら日々新し
い作品作りに挑戦しています。
今回、障がい者関係のボランティア活動もシ
ニアサポーター事業の対象となり、ポイント管
理団体として登録しました。
日頃から地域の方々のご理解を得ながら活動
していますが、施設の中まで入っていただくこ
とが少ないので、この機会に地域の方どなたで
もお立ち寄りいただける場を提供したいと思っ
ています。
裁縫が得意な方、そうでない方も、ぜひ気軽に
活動の見学に来ていただけると嬉しいです。
※問い合わせは、下記連絡先へお電話ください。

【活動先一覧】

☆活動先大相談会のご案内☆

○介護施設

障害者施設
○在宅高齢者支援団体等 ○new 病院
○Ｓ型デイサービス

○new

今までの指定活動先は、高齢者関係の施設や団体で
したが、障害者施設や団体・病院も指定活動先となり
ました！（登録制）
※順次拡大中です。
指定活動先についてはお問合せください。
○シニアサポーター事業とは・・・
65 歳以上のシニアの方々の社会参加貢献と健
康増進を目的に、所定の活動先で行ったボランテ
ィア活動に応じポイントが付与され、本市地場産
品と交換できる事業です。

活動先をお探しのシニアサポーターとボランティアを
求めている施設・団体(指定先=活動先)が直接お話でき
るイベントを開催いたします。この機会にぜひお越しく
ださい。お待ちしております。
【 葵 区 】
日 時／８月 16 日（木）10：00～12：00
会 場／城東保健福祉エリア３階
第１・第２研修室
【 駿河区 】
日 時／８月 23 日（木）14：00～16：00
会 場／南部図書館２階
地域福祉共生センター 会議室
【 清水区 】
日 時／８月３日（金）14：00～16：00
会 場／岡生涯学習交流館 1 階マルチルーム
今回は岡船越・港南圏域の 5 地区が対象となります。

※マッチングイベントに参加希望の方は下記まで
お申込みください

お問い合わせ
社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター清水
TEL054-371-0290 FAX054-367-2825

NEW

食事づくりボランティア募集！

「てのひら」は、生活保護世帯や一人親家庭等の子ども達の社会的居場所づくりを行っています。
「てのひら」清水区スペースでは、毎週水曜日には家庭的な食事や遊び等の生活体験の場の提供を、毎週
木曜日には学習支援をしています。
夕食づくりの活動支援をして下さる方、一緒に子どもたちと関わってくださる方をそれぞれ募集してい
ます。
と

き：毎週水曜日

ところ：清水区大手二丁目 1-6
内

容：小・中学生、子どもサポーター約 20～25 人分の夕食作り
問合せ：ボランティア・市民活動センター清水 担当：鈴木

TEL．054-371-0290

ストレスだらけの世の中でストレスにならない生き方をするのは極めて困難だが
ただ 1 つだけ方法がある。それは常に感謝の心を失わないことだ。
ハリス・セリエ

とうじゅいん

NEW
2 泊 3 日のお寺での
お泊まり会をサポート
しよう！

東壽院

場所：臨済宗 東壽院（清水区但沼町 873）
行事：修養会（子どもが禅修行するお泊まり会）
対象：高校生以上（川遊びできる方）
時間：1 日目…１２：００集合
問合せ・申込先：駿河区地域福祉推進センター
3 日目…１２：３０解散
※修養会中の食事・往復交通費（県内）は支給します。
TEL. 054-280-6150
/ FAX. 054-286-9545
（初日のご飯は食べてきてください）
※各班 4 名ずつで募集しています。

日程
第１班 8 月 5 日（日）～8 月 7 日（火）

第２班 8 月 7 日（火）～8 月９日（木）

第３班 8 月 16 日（木）～8 月 18 日（土）

第４班 8 月 19 日（日）～8 月 2１日（火）

申し込み・お問い合わせは
ボランティア・市民活動センター清水
担当：鈴木、櫻井
TEL ０５４－３７１－０２９０
FAX ０５４－３６７－２８２５

NEW

おもちゃ図書館ボランティア募集！
Ｂｉｇおもちゃ図書館ボランティア

子どもの好きな方大歓迎！

募集！！
おもちゃ図書館は、ボランティアで運営されて
います。子どもの遊び相手、おもちゃの整理など
いろいろな活動があります。おもちゃ図書館が楽
しい場所になるように活動してくれるボランティ
アを募集します！年齢、性別は問いません！土・
日のボランティア大歓迎です！
お気軽にお問い合わせください。
活動場所：はーとぴあ清水 2 階 おもちゃ図書館
（清水区宮代町 1－1）
活動時間：月曜日～日曜日 10:00～15:00 で空いている時間
※祝日，第１金曜・第 3 日曜は除く
☆お問合せ・お申込み☆
ボランティア・市民活動センター清水
稲田・櫻井
TEL 054-371-0290
FAX 054-367-2825

★Ｂig おもちゃ図書館★
普段のおもちゃ図書館では遊ぶことので
きない、大きなおもちゃで遊べるＢig おもちゃ
図書館を開催！！体を使って遊ぶ大きな積み
木など、子ども達と一緒に楽しく遊んでく
れるボランティアを募集しています♪
日 時：8 月２5 日（土） ９:00～16:00
場 所：はーとぴあ清水 6 階多目的ホール
（清水区宮代町１－１）
時 間：9:00～
おもちゃの準備
10:00～15:00 Ｂig おもちゃ図書館開催
15:00～
片付け次第終了
★☆おもちゃ図書館とは☆★
ハンディのある子もない子も一緒に、お
もちゃを通じて交流できる遊び場です。館
内にはたくさんのおもちゃがあり、子ども
同士の交流はもちろん、親子の交流、親同士
の交流の場でもあります。

NEW

視覚障がい者の方と
楽しく交流してみませんか？
視覚障がい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）

７月１日（日）清見潟公園体育館
7 月 15 日（日）県福祉会館 6 階体育館
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～）

７月７日（土）1８:00～ はーとぴあ清水 6 階多目的ホール
７月 29 日（日）1３:00～
〃
★お問合せ★
杉山 文雄（あゆみ代表）
TEL 054-345-5474
西ヶ谷 勝男（視覚障がい者代表）
TEL 054-364-4792
はーとぴあ清水ボランティア･市民活動センター清水
TEL 054-371-0290

平成 30 年度点字講習会
～言葉を「点」であらわす世界～
言葉を「点」であらわすってどういうことだろう？
興味はあるけれど、自分にできるのか不安…。
実際に「点字」を体験しながら、視覚障がいについての理
解を深め、ちょっとした時を支えるアイボランティアの講
座を開催いたします！初めての方でも安心♪一緒にはじめ
の一歩を踏みだしましょう！
清水区会場（毎週水曜日 18 時 30 分～20 時 30 分）
日 程：8 月 1 日、8 日、22 日、29 日、
9 月 5 日、12 日 全 6 回
会 場：清水社会福祉会館 はーとぴあ清水 3 階 大会議室
駐車場に限りがあるため、なるべく公共交通機関でお越しください。
対 象：点字や視覚障がいについて興味･関心のある方 30 名定員
参加費：580 円（テキスト代）※第 1 回受講時にご用
意ください。
締 切：平成 30 年 7 月 25 日（水）必着
★問合せ先★
ボランティア・市民活動センター清水
担当：稲田・櫻井
TEL054-371-0290 FAX054-367-2825

☆問合せ先のない情報に関するお問合せ☆
ボランティア・市民活動センター清水
（清水社会福祉会館 はーとぴあ清水 1 階）
TEL054-371-0290／FAX054-367-2825
E-mail：vc-shim@shizuoka-shakyo.or.jp

NEW
大学生ボランティアグループ

さぼとぴあ

メンバー大募集！！！
特別支援学校に通う子どもたちと交流できる企画を一緒に考えてみませんか？シャボン玉遊びや工作など
様々な企画を年に２～３回開催しています☆
今年はメンバーが 2 名となってしまい、企画開催がとても大変になってきてしまいました…。他の大学の
学生と仲良くなれたり、自分の発想力やアイデアを生かして活動することができますよ!!まずは体験を♪
～7 月の企画～
日時：7 月 14 日（土） 12:30～16:00

お問い合わせ

場所：はーとぴあ清水 2 階

ボランティア・市民活動センター清水
TEL 054-371-0290

ワークスペース

担当：鈴木

内容：モビール作り

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 名言
○はいくぴあ・エイトからのお知らせ○
こんにちは、紅丸(べにまる)です。まずは私の宣
伝です。私は災害ボランティアネットワークとい
うボランティアグループに所属しています。被災
地支援のため私の趣味で描いている CD アートの
T シャツを売り、その売り上げを被災地に寄付し
ようと思っています。同時に仲間の災害ボランテ
ィアネットワークの活動写真のパネル展示と私の
CD アートの展示も開催します。
日程：8 月 25 日（土）
、26 日（日）
場所：清水イオン 1 階イベント広場
なにとぞよろしくお願いします。話は変わります
が、あと半月ばかりで雨の時期は終わりです。本格
的な夏がやってきます。熱い夏がやってきます。大
いに季節を感じ大いに俳句をつくりましょう！そ
して教室へ来てみてくださいね！

今月のお題は
・風鈴 ・花火 です。

◆今月の予定◆
日 時：７月２３日（月）13:30～15:00
場 所：はーとぴあ清水 1 階ボランティアビューロー
会 費：年間 6,000 円
E-mail：m.32518-32518@docomo.ne.jp 紅丸
いきなり来てくれても構いません。見学は無料です。
よろしくお願いします☆

❤きっかけは…
会のモットーが「自分が来て、自分で楽しみをみ
つける」から、今月の名言は…

リーダーとは希望を配る人の事である」
ナポレオン・ポナバルト（フランスの皇帝）
です。
そこにいる人たちにワクワクするような希望の気
持ちを同じように持たせることなんだよ。
❤話しあったこと・・・
入会している会が言うことを聞かせたり従わせ
ることじゃないね。自分で楽しみを見つけよう。
❤一言・・・
ナポレオンは、いつも自信を持った姿で人々の前
に立ち、戦いの運命を守る神のイメージを与え
た。その為、ほとんど夜も眠れず、ストレスで早
死にした。命を縮めてまでも国民に希望を与えよ
うとした。
根本浩著【一生大切にしたい名言】より引用
❤おしゃべりサロン「すっきり」の予定は・・
７月９日、２３日 10;00～11:45（毎月第２、第４月曜日）
～はーとぴあでお待ちしております～
≪編
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