下記のお問合せは・・・ボランティア・市民活動センター静岡へ ℡２５４－６３３０

201６年

４月
メールはこちら

「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♪♪

New

新着情報

単

単発的な活動

継

継続的な活動

イ

インフォメーション

イ
エコキャップの収集に下記の皆さまにご協力いただき、
ありがとうございました。
（3 月）
フコク生命様・静岡市立東新田こども園様・静岡市役所収集業務課様

ボランティアに興味ある
人、みんな集まれ！！

長田児童館様・はなみずきクリニックデイケア様・駒形小学校様
静岡雙葉中学校高等学校様・橘小学校様・静岡市立足久保小学校様
ラポール・タスカぽけっと様・静岡市障害者協会様・その他の皆さま
皆さまからいただいたエコキャップの売上金は、JCB(世界の子
どもワクチンを日本委員会)に、寄付しております。

New
TOGETHERS インしずおか２０１６～手を取り合って楽しむ

感動のステージ～

静岡日本平ロータリークラブによる、障がいのある方々と主に生き、共に楽しむイベントが開催されます。
音楽やダンスのステージ披露など、学園祭のような雰囲気をお楽しみ下さい。
日時：５月２１日（土） 開場：１２：００ 開演：１２：３０

対象：どなたでも

場所：男女共同参画センター「あざれあ」大ホール（駿河区馬淵１丁目１７－１）
内容：障がいのある方々の団体・個人による演奏、ダンス等

入場料：無料（当日直接会場にお越し下さい。）

New
竹の子の会（プラダーウィリー症候群児・者を持つ親の会）
静岡支部 年次総会時の託児ボランティア募集
お子さんの相手をしてくれる託児ボランティアを募集します。
ひとなつっこくてかわいい子ども達です。お気楽にお問合せ下さい。
日時：５月２９日（日）10 時～15 時
当日 10 時から説明を行います
内容：プラダーウィリー症候群の子ども達（３～18 歳）の託児
対象：高校生以上 （ 10 名程度 ）
※ 5 月 23 日（月）申込締切
場所：アイセル２１ （４階研修室） 住所：静岡市葵区東草深町３-１８
※当日の昼食・飲み物はご用意させていただきます♪
興味・関心をお持ちの方は、ボランティア・市民活動センター静岡までご連絡をよろしくお願いします。
プラダーウィリー症候群とは？？
新生児期の筋緊張低下及び、哺乳障害、幼児期からの過食と肥満、発
プラダーウィリ
達遅延、低身長、性腺機能不全などを特徴とする症候群です。
基礎代謝が低く、運動能力も低いことから、ぽっちゃりした子が
ー症候群って・・
多いです
♪当日説明会もあるので、是非遊びに来て下さい！！
ご連絡お待ちしてます！！

下記の申し込み＆お問合せは・・・葵区地域福祉推進センターへ ℡２４９－３１８３

New

介護者ほッ！とおしゃべり会開催！

平成 28 年度も介護者ほッ！とおしゃべり会を開催し

New

第７回 バンビフェス開催！

ます！介護について悩みやグチを話したい…みんな

バンビフェスは、フリマあり、ステージイベントあ

で一緒に笑ってリフレッシュしたい…介護者を支え

りのご家族やお友達とみんなで楽しめるイベント

るボランティアグループ「あおい介護者パートナー

です！来場者には素敵なプレゼントもあります♪

ズ」は、皆さんの悩みやグチを話し合えるおしゃべ

フリマ参加者、ステージパフォーマンス出演者も募

り会を通して、介護者同士のつながり作りのお手伝

集中！！皆様のご来場をお待ちしておりま～す！

いをします！ホッとしたい方、スッキリしたい方、

日

時：4 月 16 日（土）

リフレッシュしたい方、参加してみませんか？

場

所：大江戸温泉物語すんぷ夢ひろば

日

程：4 月 20 日（水）、5 月 20 日（金）
、6 月 20

※無料駐車場あります
内

容：フリーマーケット、ワークショップ、ステ

日（日）
、12 月 20 日（火）、1 月 20 日（金）、

ージイベント（フラ＆タヒチアンダンス、

2 月 20 日（月）、3 月 20 日（月・祝日）

大道芸など）

いずれも 13：00～15：00
場

※雨天中止

（静岡市駿河区古宿 294）

日（月）、7 月 20 日（水）、8 月 20 日（土）、
9 月 20 日（火）
、10 月 20 日（木）、11 月 20

10～16 時

所：城東保健福祉エリア
第 1 会議室

保健福祉複合棟 1 階

（静岡市葵区城東町 24-1）

問 い 合 わ せ：静岡市社会福祉協議会

内容盛りだくさんです！

問 い 合 わ せ：主催 一般社団法人バンビワゴン ad+vent
T E L：090-9220-4724（八木）
ア ド レ ス：banbiwagon@gmail.com
※http://banbiwagon.com にも情報掲載中！

葵区地域福祉推進センター
T E L：054-249-3183
※事前の申し込みは不要です！
当日直接会場にお越しください！

ボランティア活動保険の加入手続きは
お済みですか？
継

こども園での囲碁を使ったゲーム
ボランティア！

「こころを育てる会」では、囲碁を使ったゲームで
「人の話をきく

する

そして、考える

そして発表

行動する」ことを子供たちに伝えています。

月に 1 回程度、市内のこども園で活躍中です！ご興
味・ご関心のある方、お問い合わせください！
日

時：月に 1 回～（応相談）
9 時 45 分～11 時 45 分

場

所：市内こども園（小黒、中村町、中田、服
織、広野、八幡、上土、富士見台、瀬名
川、東豊田中央、中藁科等）

内

T E L：090-2347-1507

動中や活動場所への移動中にけがをしてし
まった、物を壊してしまったなど、万が一の
事故を補償する保険です。補償期間は、加入
していただいた翌日から、その年度末までと
なっております。平成 28 年度の加入手続き
はお済みですか？城東保健福祉エリアでは
ボランティア活動保険加入の手続きを行っ
ております。安心・安全なボランティア活動
のために、お手続きをお勧めします。ボラン
ティアに関する相談も受付中です。お気軽に
ご相談ください！
＜葵区地域福祉推進センター＞

容：囲碁を使ったゲーム

問 い 合 わ せ：こころを育てる会

ボランティア活動保険とは、ボランティア活

青木 良男

城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟 1 階
（静岡市葵区城東町 24-1）
TEL：054-249-3183
FAX：054-209-0128

下記の申し込み＆お問合せは・・・駿河区地域福祉推進センターヘ ℡２８０－６１５０

ＮＥＷ
Ｗ

ラポール川原・みなみわくわくまつり 当日ボランティア募集！！

おまつりの手伝いをしてくれる人を募集しています。
障害のある利用者さんと一緒におまつりを盛り上げてください。
日 時：５月２８日（土）
午前８時３０分～午後３時くらい
場 所：ラポール川原・みなみ 静岡市駿河区西脇１１６２－３
内 容：わくわくまつりの準備・片づけ、
各コーナーを利用者さんと一緒に担当します。
その他：昼食支給あり
主 催：ラポール川原・みなみ

継

メールは
こちら

ちら

特別支援学校・学級の中高生と友達になろう！！
静友の輪 ぴーすくるは、静岡市内で特別支援学校・学級の中

高生と楽しく余暇を過ごすことを目的としたボランティア団体です。
静岡市内の大学、短大、専門学校の学生が中心となり、活動して
います。（現在 10 人で楽しく活動中★）

と

これまで、カレー作り、室内遊び、クリスマス会などをみんなで楽し
みました♪
「ボランティア」ということをあまり意識せず「同世代の友達」

ＮＥＷ
Ｗ

囲碁のできる方募集

囲碁が得意な方、利用者さ
中
んと一緒に囲碁をうちませ
んか。
現在対局相手を募集中！！

「仲間」として楽しい時間を過ごすことを目指しています。
ぴーすくるの活動に興味のある方、一緒に活動しませんか。
日時：週１回程 18：00～19：30
場所：静岡県立大学短期大学 食堂（駿河区小鹿２丁目２番１号）
内容：企画について検討しています♪

○特別養護老人ホーム
小鹿なでしこ苑
日 時：曜日は問いません。
午後 1 時～3 時の間
場 所：駿河区 小鹿

主催：静友の輪 ぴーすくる
内容：企画について検討しています♪
主催：静友の輪 ぴーすくる

復幸ボランティアやらざあ駿河 メンバー募集中
日時：週１回程 18：00～19：30
継
場所：静岡県立大学 短期大学 食堂

「災害時のボランティア活動」と聞いて、どんな活動を思い浮かべますか？
（駿河区小鹿２丁目２番１号）
「心を支える」
「街を支える」
「暮らしを支える」
「ボランティアを支える」など「災害時にどん
内容：企画について検討しています♪
なことができるのか、どんなことが必要か」みんなで考えていくために、駿河区ではさまざま
主催：静友の輪 ぴーすくる
な立場や年代の方が集まり、災害ボランティアグループが立ち上がりました。経験・知識の
静友の輪 ぴーすくるは、静岡市内で特別支援学校・学級の中
有無は問いません！ いっしょに考えましょう。
高生と楽しく余暇を過ごすことを目的としたボランティア団体です。
やらざぁ駿河 定例会：毎月第２火曜日 19:00～ 南部生涯学習センター
静岡市内の大学、短大、専門学校の学生が中心となり、活動して

継

います。（現在 10 人で楽しく活動中★）

するが介護者パートナーズメンバー募集

これまで、カレー作り、室内遊び、クリスマス会などをみんなで楽し
継
家族を介護している方に寄り添い、支援する活動です。介護経験を生かし、悩みを話し合ったり介護の情報交
みました♪
継
換をする「おしゃべり会」の運営のお手伝いをしてみませんか？介護に関心のある方のご参加も歓迎します。
今回は、カラオケに行きます！カラオケの前に、ぴーすくるメン
継
活動内容：介護者おしゃべり会の運営
バーとご飯を食べるので、初めて参加する方も気軽に参加できま
継
＊介護者おしゃべり会は、毎月 15 日の午後、南部生涯学習センターにて開催しています。
す＾＾
ぴーすくるの活動に興味のある方、一緒に活動しませんか。

下記のお問合せは・・・ボランティア・市民活動センター静岡へ ℡２５４－６３３０

New
一緒に音楽（ギター等）演奏や歌を歌ってくれるボランティア募集！！
現在、
ケアセンター瀬名にて歌声クラブを実施しております。
一緒に歌声クラブを、
リードして頂けませんか？
日

時：月に２回程度 水曜日（１３：３０～ ３０分程度）

場

所：ケアセンター瀬名

住所：静岡市葵区長尾３９番地の５

お問合せ：ケアセンター瀬名

New

TEL:０５４－２６４－２２２１

「フレンド」

担当：西ヶ谷

一緒に人形劇を楽しみませんか？

知的に障がいのあるメンバーの人形劇活動のお手伝い、人形制作や道具制作など一緒に参加しませんか？
日

時：毎月第一土曜日

場

所：静岡市駿河区中村町

お問合せ：フレンド事務局

１０：００～１５：００
TEL:(夜間１９時～受付)０５４－２８９－８２３０

New
団魂世代セミナー

充実セカンドライフ

担当：金子

まる

○カ条

これからの人生がおもしろい！！有意義に楽しく過ごす セカンドライフを提供します。
日時：４月２７日（水） １３：３０～１５：３０
会場：静岡市女性会館（アイセル２１）４階 研修室 住所：静岡市葵区東草深町３-１８
講師：松林三樹夫さん（カウンセラー）

対象：概ね６０歳以上の男女

２０名

受講料：無料
申込方法：４月１日（金）１０：００から電話または HP の専用申込フォームにて（先着順）
お問合せ：静岡市女性会館

継

TEL:０５４－２４８－７３３０・ホームページ： http://aicel21.jp

元気いきいき！シニアサポーター事業に活動参加しませんか？？

「元気いきいきシニアサポーター事業」とは？
65 歳以上のシニア世代を対象に、健康増進、生きがい作りの推進を目的とした事業です。介護保険施設での活動
参加に応じたポイントを地場産品と交換することができます。※65 歳以上で興味がある方！事前説明会ありま
す。皆さんの参加を、お待ちしております。

イ

静岡介護者きずなの会 おしゃべり会

４月 １０ 日（日）13：00～15：00

【※毎月 10 日】
【葵区城内町 中央福祉センター内】
ひとりで抱えこまず、介護者同士で話をすることで、心が軽くなり安心できます。
連絡先：054-253-5283

ボランティア・市民活動センター静岡

静岡市葵区城内町 1－1
静岡市中央福祉センター内
TEL.054-254-6330

090-7854-4532

(代表：望月)

葵区地域福祉推進センター

駿河区地域福祉推進センター

静岡市葵区城東町 24-1
静岡市地域福祉交流プラザ内
TEL.054-249-3183

静岡市駿河区南八幡町 25-21
静岡市南部生涯学習センター内
TEL.054-280-6150

しずおかボラセン情報４月版の発送作業に多くの方々にご協力をいただきました。ありがとうございました。

