「ボラセン情報」は静岡市社会福祉協議会に寄せられた様々なボランティア情報を
掲載しています。興味を持ったり、活動に参加したいと思った方はお気軽にお問い合わせ下さい♪
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～多くの人に助けられ、支えられている。感謝！！～

静岡市社会福祉協議会葵区地域福祉推進センターでは、10 月 1 日より始まる
『赤い羽根共同募金運動』に先立ち、「募金ボランティアと国民たすけあい活
動」の勉強会を開催しました。

募金箱を作ったよ！

～赤い羽根共同募金は～
◆10 月 1 日より 12 月 31 日の間に、全国一斉に行われる、
地域の福祉活動を応援するための運動です。
◆福祉の制度やサービスでは補いきれない課題の解決に向
け民間の社会福祉事業や活動のために使われます。
◆社会福祉に協力してくださる募金ボランティアの方々に
よって運動が進められています。
◆皆様から頂いた募金は、約７０％が静岡市内に配分され
静岡市の福祉活動に、残りは県内の福祉活動に使われて
います。

８月１日（水）に行われた小学校高学年を対
象とした勉強会では、ダイドードリンコ㈱様か
らご提供いただいたキットを使いオリジナルの
募金箱を製作しました。
勉強会を修了したみなさんには、赤い羽根共

自分で作った
募金箱を持って
募金ボランティ
アをするのが楽
しみです。

同募金をみんなに広める「赤い羽根親善大使」
の表彰任命証の授与を行い、10 月 1 日から始ま
る募金活動へのご協力をお願いしました！!

赤い羽根自動販売機の
売り上げの一部が赤い
羽根募金になっていま
す。ダイドードリンコ
㈱様の自動販売機に
は、この表示があるも
のが市内で 49 台ありま
す。
ぜひ見つけてみてくだ
さい。

参加した子どもの声
・赤い羽根は勇気のある人、良いことをした人のシンボルだ
ということ、歴史やしくみがよくわかりました。
・助けを求めている人に役立っていることがわかりました。
・工作が楽しかった。募金箱をもって帰れるのがうれしい
な。

赤い羽根街頭募金ボランティア募集!!!（詳しくは中面へ）

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
②

10 月１日（月）15:30～17:00 【草薙駅】
10 月６日（土）
13:00～14:30 【ベイドリーム清水】
10:30～12:00 【イオン清水店】
10:30～12:00 【ヒバリヤ高部店】
集 合：活動 10 分前に 各活動場所
③ 10 月 7 日（日）
13:00～14:30 【エスパルスドリームプラザ】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
12:00～13:30/13:30～15:00【IAI スタジアム】
ポケットティッシュの配布など
④ 10 月８日（月）
申 込：直接お電話にて下記へ
10:00～11:30 【ザ･ビッグ蒲原店】
☆お問合せ ・お申込み☆
10:30～12:00 【フレスポ静岡】
清水区共同募金委員会事務局
⑤ 10 月 14 日（日）13:00～14:30
【ベイドリーム清水、エスパルスドリームプラザ】 （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 西岡、望月

カラフル☆ピ～ス

NEW

小中学生の勉強を一緒にやるボランティア募集！

うちっちしぞ～か☆エコアクション２０１８
地域の人を巻き込んだ清掃活動です。
「キレイにしてこそ、うちっちの町でしょ！」
大学生と一緒に活動しませんか？
と

き：①９月 9 日（日） ②９月 16 日（日）
③９月２３日（日） ④９月３０日（日）
10：00～１１：00 ※④のみ９：00～１０：00
ところ：①三保真崎海岸 ②用宗海岸
③麻機遊水地
④青葉通り・両替町周辺
持ち物：軍手・帽子・飲み物・地域愛♡など
参加申込み：メール tatsuki-270918@kym.biglobe.ne.jp
件名「エコアクション参加申し込み」
本文「名前・TEL・参加人数・参加日」を入力
問合せ：うちっちしぞ～かエコアクション実行委員会
TEL.070-1055-3189（川地）

日時：毎週木曜日１８：３０～２１：００
会場：はーとぴあ清水 １階ボランティアビューロー
「様々な事情で塾に行きたくても行けない」
そんな子どもたちに学びの機会と居場所を提供
しています!！
小・中学生の話を聴き、身近なお兄さんお姉さ
んとして一緒に居て下さる方、下記までご連絡
ください。学生ボランティアさん大活躍中で
す！
☆お問い合わせ☆
E-mail 2012tenohira@gmail.com 杉村
またはボランティア・市民活動センター清水まで

☆問合せ先のない情報に関するお問合せ☆
私には助けが必要でした。
それをやっと認める事ができました。
ケンプパワーズ（朝日新聞、折々の言葉より）

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

★☆ 福祉のまつり 2018★☆
～みんなの笑顔が

明日への笑顔～
チャリティーバザー物品募集！

当日運営ボランティア募集！

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！
✿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）

福祉のまつり 2018 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！
活動日時：9 月 2３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１２日（水）

※提供物品は全て未使用に限ります
※賞味期限が平成 30 年 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８日（水）～9 月７日（金）

リフト付・スロープ付車両操作講習会
清水区地域福祉推進センターでは、車いすや
寝たきりの方が利用できる「リフト付・スロー
プ付車両」の貸し出しを行っています。車両操
作講習会に参加して「運転ボランティアそよか
ぜの会」の仲間に入り、障がい者や高齢者の送
迎支援活動をしませんか？
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

き：10 月２7 日（土）１３：３０～１５：３０

と こ ろ：はーとぴあ清水
対

視覚障がい者の方と

３階

大会議室

象：◎普通自動車運転免許（AT 限定可）を取
得してから１年以上の方
◎運転ボランティアに興味のある方（健康
状態良好な 70 歳までの方）

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 1６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 2 日（日） 13:00～はーとぴあ清水
9 月 22 日（土）18:00～ 〃
★お問合せ★
杉山
持 ち 物：免許証・筆記用具
参 加 費：無料
申 込 み：清水区地域福祉推進センター
TEL 054-371-0292
締

切：10 月 24 日（水）

文雄（あゆみ代表）

TEL

054-345-5474

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

しみずおもちゃ図書館ボランティア養成講座
ハンディのある子もない子もおもちゃを通して楽しく
遊べる場所
おもちゃ図書館ボランティアとして一緒に活動しませ
んか？
日程：平成 30 年 10 月 6 日（土）13 時 00 分～
場所：はーとぴあ清水 3 階 中会議室
内容：おもちゃ図書館ボランティアってなぁに？
講義と活動体験を交えた、おもちゃ図書館ボラン
ティアスタッフの養成講座を行います。
対象：子どもと関わることが好き、子どもに携わるボラ
ンティアに興味がある。
学生の方や現役子育て中の方、そしてシニア世代
の方まで
年齢・性別問いません！ぜひ、お気軽にご連絡く
ださい♪

締切り：平成 30 年 9 月 28 日（金）
連絡先：社会福祉法人 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
Tel：054-371-0290

○はいくぴあ・エイトからのお知らせ○
こんにちは、紅丸です。9 月になりました
ね！秋ですね！芭蕉の「秋ふかしとなりは何を
する人ぞ」という俳句があります。これは芭蕉
が亡くなる前に大阪のなんとかという所で俳句
の座があり、この俳句を届けた後、亡くなった
ようです。体調が悪い芭蕉の孤独感が良くでて
いる一句ですね。
正岡子規（1867-1902）が奈良の法隆寺の
近くの茶店で作った一句、
「柿食えば鐘がなるな
り法隆寺」なんとユーモアあふれる俳句でしょ
う。子規は柿が好きで柿ばかりの俳句を作って
いたそうです。秋は色々思う季節です！俳句が
一番、作りやすい季節です。皆さまも俳句をい
っぱい作って教室へ来てみてください。
今月のお題は
いなびかり

・稲 光

です。

◆今月の予定◆
日 時：１０月１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☆

ボラセン情報しみずは赤い羽根共同募金の
配分金により発行しています。

医療福祉司法なんでもかんでも相談会
日にち 9 月８日（土） 11 月 10 日（土） 2 月 2 日（土）
時間 １４：００～１６：００
会場 清水保健福祉センター4 階 清水医師会会議室
病気のこと、障がいのこと、法律のこと、生活のこと、
仕事のこと、お子さんの発育に関すること、その他の困
りごとなんでもご相談ください。生活支援に関する専
門職が相談をお受けします。
ご予約は不要です。また、相談の内容について
秘密を厳守いたします。
お問い合わせ
静岡市社会福祉協議会 TEL 054-371-0305

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
❤きっかけは…
久しぶりに、高校生だった O 君が勤めをして 3 年
近くになり、夏期休暇ですっきりに来てくださいま
した。
そこで今月の名言は…
簡単ではないかもしれない。
しかし、それはできないという理由にならない
ベーブ・ルース
（アメリカのプロ野球選手）

です。
大変なこと、難しいことは誰だって嫌だし逃げ出
したいよね。でも大変だから難しいからってできな
いと決めつけないでみようよ。難しいこととできな
いこととは違うんだよ。
❤話しあったこと・・・
嫌なことがあってもすぐ諦めないようにその日
その日を生きたいね。
❤一言・・・
ルースはあきらめない奴には誰も勝てないんだ
と云っています。ちなみにルースは元々投手であ
り投打の二刀流の選手としても有名です。日本球
界の大谷翔平の元祖といえるでしょう！！
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・・
９月 10 日 10;00～11:45（9 月は第 4 月曜日が祝日のためお休み）
～はーとぴあでお待ちしております～
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