
身近にいる外国人の方のお手伝いをしたい！ 
～ボランティア活動をしながら、異文化交流をしよう～ 
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～あなたが輝ける源はなんですか～ 

静岡市にはおよそ 10,000人（2018年 9月末現在）の外国人の方が暮らしています。観光で来られる方も増え、市内で

外国人の方を大勢見かけるようになったのではないでしょうか。 

しかし、外国人の方は情報やコミュニケーションの部分で困ることがあります。 

そんな時こそボランティアの出番！自分の語学スキルや異文化を知りたいという意欲を活かしてみませんか？ 

清水港における通訳ボランティア →市役所 海洋文化都市推進本部 ☎354-2432 

清水港に寄港する客船に乗ってくる外国人向けのガイドを務めているのはボラン

ティアの皆さん。英語をはじめとした外国語のスキルを活かして、静岡市の PR を

したり、観光情報や歴史などを伝えたりと活躍しています。 

 

ホストファミリー（ホームステイの受入れ） →静岡市国際交流協会 ☎273-5931 

ボランティア活動として日本人とふれあいたい外国人を自宅に受入れます。

見知らぬ土地で不安を感じている外国人の方と生活や観光・体験をともに

し、お互いの国の食事や生活、文化などの相互理解を深めたり、海外への関

心を深めたりできます。 

日本語学習サポーター →興味のある方は 3Pの募集記事へ！ 

「日本語を使った外国人支援」と言えるこの活動は、日本語教室において、外国

人の方の要望に応じて、日常生活（職場や電話応対など）で使う日本語の勉強

を支援する活動です。教えることで語彙が増えたり、表現が豊かになるうえに、

日本語の魅力を再確認することもできます。 

日本語学習サポーターとして活動している澤井
さ わ い

 亨
とおる

さんのお話  

 韓国に約５年間住んでいたのですが、「現地の言葉が話せても生活が大変なのに、話せない人

はどんなに大変だろう・・・」と感じたことがきっかけで、帰国後、静岡市に住む外国人の方を少しでも

応援したいとの気持ちから始めました。 

日本語の表現を悩んでいる方が、私のアドバイスで「そうやって表現するんだ」と理解してくれて、

笑顔を見せてくれることにやりがいを感じますし、いろいろな国の方と接することで知らなかった外国

の文化に触れることができるのでとても楽しいです。 

日本語を使う活動ですので、ボランティア活動としては始めやすい活動だと思います。外国人との

会話を楽しむつもりで、まずは多くの方に体験をしてもらいたいです。 



 

 

  

高校生による高校生のためのボランティアデビュー☆ 

高校生ボランティアグループ「チーズケーキ」と一緒に、ボランティアイベントの企画運営をしてみませ

んか？今回は障がいを持つ子どもたちと一緒に障がい者スポーツとしてボッチャとフライングディスクをや

ってみようという企画です！！みんなでワイワイガヤガヤ、交流しながら楽しみましょう♪ 

日時：平成 31 年 3 月 9 日（土） 10:00～16:00（イベント開催時間は 13:30～15:3０） 

場所：はーとぴあ清水 6 階多目的ホール 

対象：ボランティアしてみたい！と思っている学生（中学１～高校１年） 

※企画運営からの参加も大募集です☆ 

定例会日時：2 月 8 日（金）19:00～ ボッチャ、フライングディスク体験 

      2 月 23 日（土）10:00～ イベント準備  

場所：はーとぴあ清水 ボランティアビューロー 

申込、お問い合わせ 

ボランティア・市民活動センター清水 担当：鈴木 

TEL 054-371-0290 Email y.katano@shiuzoka-shakyo.or.jp 

あめんぼスイミング教 室 

ボランティアさん募集 

知的な障害のある子供達と一緒に遊んで下さる方を 

募集しています 

 
あめんぼスイミング教室では、子どもとペアでスイミ

ングの練習をしています。 

毎回でなくても OK です。都合の良い時にご参加下さ

い。 

日 時：２月２日・16 日、３月２日・16 日 

（毎月第１・第３土曜日） 

場 所：清見潟公園室内プール 

時 間：11:30～12:50 

持ち物：  

※ロッカー代 100円は戻ります。入館料は無料です。 

※駐車場はあります。※交通費が出ます。（500 円～） 

 

★お問合せ★ 

ボランティア・市民活動センター清水 

TEL054‐371‐0290 

フリースペースりんご 

子供達と一緒に楽しく過ごしていただける方、

運営にご協力いただけるボランティアを大募

集！！ 

様々な理由により学校や社会での集団生活に参

加する事が難しい子供たちがいます。そんな子

供たちが安心して仲間と過ごせる居場所とし

て、活動を始めました☆保護者の方々も情報交

換しましょう！ 

 

日時：毎月第１、３水曜日 

10:00～12:00 

場所：Bond (清水区春日町 2-3-27 2 階) 

内容：①子供達のペースで一緒に楽しく 

過ごしてもらう 

   ②運営の協力 

対象：どなたでも 

 

パソコンやゲームに興味のある方も大歓迎★ 

 

お問い合わせ 

ボランティア・市民活動センター清水 

担当：櫻井 

TEL 054-371-0290 

FAX054-367-2825 

←静岡市市民活動支援システム「ここからネット」  
https://kokokara-net.jp/ 

 

静岡市社会福祉協議会ボランティア関係のホームページ→ 

https://www.shizuoka-shakyo.or.jp/volunteer/ 



  

食べることはあらゆる生の出発点。同じ食卓

に着いて一緒に箸を動かせば、心は少しずつ

ほぐれていく。 

朝日新聞天声人語より 

子ども食堂での料理つくり・子ども見守り 

ボランティア募集！！ 

 
子どもたちが多世代交流できる居場所”子ども食

堂”で、料理（カレー）、子ども達の見守りなどお手

伝いしてくれるボランティアを募集します！ 

日時：２月９日、2３日 10:30～14:00 

（毎月第 2、第 4 土曜日開催予定） 

場所：デイサービスそなーれ（清水区三保 1800－

1） 

対象：自分で活動場所へ来れる方 

   子どもが好きな方 

ボランティア活動保険に加入している方、 

ご自身で加入していただける方 

 

※当日はカレーを皆で食べます。 

高校生、大学生さん大歓迎！ 

 

お問い合わせ 

ボランティア・市民活動センター清水 

担当：村松 054-371-0290 

ゆうゆう舎ボランティア募集 

 

ゆうゆう舎ではバザーなどのイベントサポー

ターを大募集しています！！ 

 

日時：毎月第 3 土曜日 10:00～16:00 

場所：ゆうゆう舎（清水区平川地 7-14） 

内容：販売、障がい当事者の仕事のサポート 

      イベントの補助等 

対象：人と話すことが好きな方 

※昼食・飲み物は持参 

 活動時間もご相談に応じます 

おい合わせ 

ゆうゆう舎 担当：杉山 元太 

054-376-6856 

☆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 

      

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、ご家

族・ご友人と外出しませんか？また、障がい者や高齢者

の送迎を支援する運転ボランティアも募集します！ 
と き：3 月２3 日（土）１３：３０～１５：３０ 

と こ ろ：はーとぴあ清水 ３階 大会議室 

対 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） 

 

 

 

 

 

 

 

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 担当：櫻田  

 TEL 054-371-0292 

締 切：3 月 19 日（火）までにお申し込みください。 

おもちゃ図書館ボランティア募集！ 

子どもの好きな方大歓迎！ 

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、一緒に
活動してくれるボランティアスタッフを大募集！

年齢、性別問いません！ 
学生からシニア世代の方々まで幅広い年齢層の 
スタッフが活躍中☆ 
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：  

※祝日，第 1 金曜・第 3 日曜は除く 

お問合せ：清水区地域福祉推進センター 飯塚 

TEL 054-371-0291 FAX 054-367-2460 



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。 
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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 

Tel 054-371-0290 / Fax 054-367-2825 

URL https://www.shizuoka-shakyo.or.jp 

E-mail vc-shim@shizuoka-shakyo.or.jp 

 

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… 

亥どしになり、何か生きがいがありますか？ 

そこで今月の名言は… 

 

 

 

 

です。 

 お金は大事。知識も宝物。健康も宝物。才能も宝

物。でもそれ以上に「こうしたい」っていう正しい気

持ちこそが本物の宝物なんだよ。 

❤話しあったこと・・・ 

自分に関わっている事全部が宝物だねー。平和って

ありがたいね。 

❤一言・・・ 

内村は国と国とが戦争しないようにしてほしいと主

張したが皆から“いくじなし”などと言われた。内村

は「本当に日本を愛するならば戦争が起こらないよう

に、平和が続くように」と言い続けました。この強い

意志はお金より、才能よりも自分の財産である。 

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・・ 

2 月 25 日 10;00～11:45（２月は第２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～ 

 

富も財産なり。知識も財産なり。健康も財産なり。 

才能も財産なり。意志もまた財産なり 

内村 鑑三 
（無教会派キリスト教伝道者・評論家） 

○はいくぴあ・エイトからのお知らせ○ 

  

 

今月のお題は 

・すみれ です。 

◆今月の予定◆ 

日 時：２月 25 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：半年間 3,000 円     

管理人：紅丸（べにまる） 
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☆ 

東日本大震災被災者支援チャリティ・ハンド♥イン♥ハンド～きずな～７ 

ダキシメルオモイ紡いで 小林憲明さん絵画展＆トーク＆ミニコンサート 
 東日本大震災が発生し、自分達に何ができるのか。その思いから始まった「ハンド♥イン♥ハンド～きずな

～」も７回目。被災地や被災地以外の親子のダキシメルオモイを麻布１枚１枚に油絵具で描いた小林憲明さ

んの絵を通して感じてみませんか。 

日時：３月１７日（日） １３:００～１５:００（開場１２:３０） 

会場：地持院（じじいん）静岡市清水区由比町屋原 183-3 

参加費：一般 1,000 円 大学生 500 円 高校生以下 300 円（お茶・お菓子付き） 
           （純益全額を、小林憲明さんの「ダキシメルオモイプロジェクト」に寄付いたします。） 

3 月 16 日（土）10:30～15:30 絵画展 では、小林憲明さん、堀川文夫・貴子さんご夫妻（福島県浪江町より富士市に移

住）が来場いたします。 

お問い合わせ・申し込み グループしみず 担当：田中たか子 TEL054-347-1085 

                  当日も受付可能ですがなるべく事前にチケットをご購入してください。 

ぼら caféの似顔絵 

毎月 2 回ビューローに集まって著名人の 

似顔絵をみんなで描いています☆ 

興味がある方、ぜひ参加してみませんか？ 

上手・下手は関係ありません。楽しく描いてい

ます。 

決まり事：決してけなさない。良い所はほめる。 

日時：毎月第１・３水曜日 １３:３０～ 

   2 月 6 日、20 日 

場所：はーとぴあ清水ボランティアセンター ビューロー  

まずは体験に来てみてください！持ち物不要

です☆2 月は嵐を書く予定ですよ☆ 

 


