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～幸せの基準は自分次第！！～

て ら だ

私のボランティア活動 Vol.3

し おり

寺田 詩織 さん

静友の輪ぴーすくるとは
静岡に、
「障がいの有る無しに関わらず、同世代の友達を作っていきたい！」と
いう目的を達成するため、静岡市内の大学に通う学生で、特別支援学校に通う生
徒の余暇活動の企画、運営を行っています。今年度から、支援生と触れ合える機
会を増やしたい！ということで、活動回数を増やします。動物園や、科学館るく
るに行く計画のほか、季節に合わせたイベントも企画中です！
●ボランティア活動を始めたきっかけはなんですか？
人が好きで、単純に色々な人と関わりたいという理由で始めました。また、大学
で社会福祉について学んでいるので、幅広い福祉という分野の中で私が一番興味
寺田 詩織 さん

があって将来学んでいきたいものは何なのか、実際に関わっていく中で見つけた
いと感じたため、ボランティア活動を始めました。

●やりがいを感じることはなんですか？
ぴーすくるでは、参加者一人一人の特徴を踏まえて、どんな遊
びをすれば楽しんでもらえるのか、一から企画づくりをしていま
す。そのため、一人一人について考える機会にもなり、自分にと
っての学びにもなります。実際の活動では、支援生が楽しそうに
笑っているのを見ると、企画して良かったなと達成感があります。
私は、企画づくりから活動まで、全てにやりがいを感じています。
●ボランティア活動に関心がある方々へメッセージ

支援生とトランプで交流！神経衰弱で盛り上がりました♪

をお願いします。
私のように、小さな理由でボランティアへ参加しても、ボランティア活動を通して得られるものは大きいで
す。少しでも興味のある方は、勇気を出して行動してみると、自分の視野が広がったり、思ってもみなかった道
に興味が湧いたりするかもしれません。
静友の輪ぴーすくる メンバー募集中！！
ちょっとでもいいね!と思った学生さんは、気軽にお電話
ください!!みんなで作った方が絶対楽しいですよ☆
また、参加していただける支援生も募集しています。
一緒に楽しい時間を過ごして、お友達になりましょう♪
～活動についてはお問合せください！～
駿河区地域福祉推進センター
ぴーすくるメンバーと参加者のみなさん

054-280-6150

担当：柴田

NEW
中学生・高校生
夏休みボランティア・福祉体験 はじめの一歩！
待ちにまった夏休み！チャレンジの季節！
この福祉体験では、自分が住んでいる地域にある、障
がい者や高齢者の福祉施設や福祉活動に、1～3 日程度
参加し、その出会いやふれあいを通して、福祉やボラン
ティアを体験することができます！
学校ではできない経験が、地域にありますよ！
◆実施日程：
事前研修

体験期間

日 時
場 所
7 月２0 日（土）
はーとぴあ
10：00～12：00
清水
7 月 27 日（土）～
それぞれの
8 月 2５日（日）の期間内で
体験先
1～3 日程度

※ 体験先は複数ヶ所選ぶことができます。
※ 体験後、振り返り感想文を提出していただきます

◆講座内容：
清水区内の高齢者や障がい者の方の利用する福祉
施設やボランティア団体の活動に参加し、利用者や
職員、ボランティアの方と交流し、地域の福祉やボ
ランティアについて考えます。
◆参加対象：中学生・高校生 体験先ごとに定員あり
◆参 加 費：無料
※昼食代など実費が必要な場合あり
※ボランティア活動保険（350 円・本人負担）
への加入必須
◆申込期間：6 月 1０日（月）～６月２８日（金）
◆申込方法：
６月上旬に学校に配布する募集パンフレットにて
内容を確認し、参加申込書で希望する体験先へ申し
込んでください。
※パンフレット・申込書は、静岡市社会福祉協議会 HP
にも掲載予定です。
☆お問合せ☆
清水区地域福祉推進センター 担当：佐藤
TEL054-371-0291／FAX 054-367-2460

ボランティア募集！！

障害児の放課後等デイサービスでの
補助ボランティア募集！
日時：月曜日～金曜日（第 2 のみ月～土）
場所：清水区堂林
内容：小学 1 年～高校 3 年までの児童･生徒の学
習、遊び、生活補助
対象：学校に通っている児童・生徒達との交流を
楽しんでくださる方、高校生以上、60 歳以上の
方も大丈夫です

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：６月８日、22 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
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！

持ち物：帽子、水筒、公園に行ける服装、靴
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

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

TEL054-371-0290
FAX054-367-2825

美しいものが美しいのではない、美しく使わ
れているのが美しいのだ。
高木 基

いりえの子どもたちの集える居場所
ち

カラフル☆ピ～ス

《こどもっ家》

小中学生の勉強を一緒にやるボランティア募集！

ボランティア募集★

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！

場所：清水区追分三丁目 5-17

6 月３日（月）9:00～15:00

☆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

日（土）9:00～15:00
開催日は不定期なので、7 月以降の予定はお問い合
わせください。

NEW

ゆうゆう舎 バザー開催！
「ゆうゆう舎」は、障害をもつスタッフと持

活動に興味を持って頂いた方は、気楽にメールくだ
さい！

たないスタッフが、力を合わせて運営するお店
です。お店では、
『手作りクッキー』や『手作

NEW
高 校 生 ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ

り雑貨』
、
『自然食品』や『リサイクル品』の販

★チーズケーキ★

売をしています。

開催日：6 月 15 日（土）10:30～14:30 雨天決行
場所：ゆうゆう舎 （清水区平川地 7-14）
内容：リサイクル品、豆腐
とれたて野菜、クッキー類、他販売

「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
形劇を計画しています！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・市民活動センター清水（054-371-0290）

7 月 13 日南風コンサート開催

までお願いします！

コンサートの運営補助ボランティアも募集中で
す。詳しくはゆうゆう舎ホームページ内特設ページ

☆問合せ先のない情報に関するお問合せ☆

をご覧ください。
☆お問合せ
NPO 法人 ゆうゆう舎

TEL054-376-6856

HP http://yuuyuusya.blogspot.com/

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

補助的な作業のお手伝い募集中！！
～グループホームもも清水銀座～
グループホームもも清水銀座は、認知症の
方々の生活場所です。スタッフと一緒に高齢者
の方とお話しをしたり、一緒に歌ったり、洗濯物
を畳んだりと楽しく時間を過ごしてくださる方
を募集しています☆スタッフは皆優しく、活動
内容をしっかり教えますのでぜひ見学に来てみ
てください。
日時：10:00～16:00 の間ならいつでも
場所：グループホームもも清水銀座
（清水区銀座 1-18）
対象：どなたでも
シニアサポーター受入施設です
お問い合わせ
グループホームもも清水銀座
担当：山梨
TEL 054-371-5558
お気軽にお問い合わせください♪

定期連載！

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：６月１日・15 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

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…
会をまとめるのに何を考えたら良いでしょうか？

そこで今月の名言は…
リーダーとは希望を配る人の事である。
ナポレオン・ボナバルト（フランス皇帝）
リーダーで大切なことは、言うことを聞かせたり従わせることじゃない。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
リーダーにならなくても人の気持ちが解る人になりたいね。
♥一言
フランス国民に「自分についてくれば間違いない」という希望を与え続けたからこそ、革命後のフランスを導いた。
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・・
６月 10 日、24 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～

←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/

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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