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

５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
イ

新着情報

単発的な活動

単

継続的な活動

継

イ

インフォメーション

エコキャップの収集にご協力いただきまして、ありがとうございました。
皆さまからの寄付が、昨年度・１年間で合計 12,810kg・106,542 円（税込）になりました。
これから JCV（世界の子どもにワクチンを日本委員会）に、直接寄付の手続きをしていきますので、
寄付後、ご報告させていただきます。
（4 月）大河内様・見城様・はなみずきクリニックデイケアー様・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、JCV(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。

イ

使用済み古切手の収集にご協力いただきまして、ありがとうございました。

皆さまは昨年度・１年間に約３６kg 分をいただき、特定非営利活動法人・静岡光の家に寄付することができ
ました。これからもよろしくお願い致します。

イ

熊本地震

「静岡県ボランティア協会からのお知らせ」

静岡県ボランティア協会では、静岡市葵区の SHIZUOKA１０９前で街頭募金を実施しました。
多くの皆さまに、ご支援ご協力をいただきました。心からお礼と感謝を申し上げます。
これからも、随時募金活動行いますのでご協力頂ける方は、静岡県ボランティア協会までお願い致します。

平成 28 年

熊本地震

ボランティア活動支援募金を実施中です。

静岡県ボランティア協会では、各方面から情報収集を行い、これまでのネットワークを活かしながら支援活動を
開始しました。
支援金は、災害直後の活動～復興に関わるボランティア活動の支援金として使わせていただきます。
ぜひ、皆様のご協力をお願い致します。

郵便振替：口座番号

00810-7-113624

名義

（特活）静岡県ボランティア協会

※通信欄に「熊本地震」とお書き下さい。
お問合せ：静岡県ボランティア協会
TEL:054-255-7357

イ

〒420-0856

FAX:054-254-5208

静岡県総合社会福祉会館 2 階
E メール：evolnt@mail.chabashira.co.jp

熊本地震 中央共同募金会による「平成 28 年熊本地震義援金」の募集について

平成 28 年 4 月 14 日の熊本県熊本地方を震源とする地震により、県内各地において人的被害をはじめ、家屋の倒
壊等甚大な被害が発生し、熊本県の全市町村に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では、このたびの災害が大きな災害であったことを受け、被災された方々を支援することを目的
に義援金の募集を実施しますので、お知らせいたします。
義援金の名称：平成 28 年熊本地震義援金

受付期間：平成 28 年 6 月 30 日（木）迄

義援金受入講座：金融機関・三井住友銀行 支店名：東京公務部
口座名義：
（福）中央共同募金会
お問合せ：
（福）中央共同募金会
TEL:03-3581-3846

口座番号：普通預金 0162585

熊本地震義援金 ※本店・支店間の窓口からの振込については、振込手数料は無料です。
〒100-0013

東京都千代田区霞が関 3-3-2

FAX:03-3581-5755 E-Mail:kikaku@c.akaihane.or.jp

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

熊本地震被災者への支援食品を受付けています。

平成 28 年 4 月 14 日に発生した熊本地震の被災者支援として、フードバンクふじのくにで
は下記食品などの寄付を受付けています。
・缶詰、カップラーメン、即席みそ汁
・赤ちゃん用ミルク(粉末)など

(今後の不足見込み品)

※賞味期限は１ヵ月以上のものから受け取り可能ですが、非難生活の長期化が予想される
ため、3 ヶ月以上あると助かります。
※寄付をしていただいた食品については、被災地の在庫、需要状況に応じ、被災地に送り
ますが、現地での要望に合わない場合は、通常の支援活動に利用することをご了承下さい。
「フードバンクふじのくに」は、
“もったいないからありがとう”の趣旨で、やむなく
捨てられてしまう食品を、無償で提供していただき、支援を必要とする方たちへ支援団
体や行政並びに社会福祉協議会を通じ、食品を届けている特定非営利活動法人です。
問合せ：〒420-0868
静岡市葵区宮ヶ崎町 53 番地
特定非営利法人フードバンクふじのくに
ＴＥＬ：054-248-6177

継

ＦＡＸ：054-248-6178

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 そして、考える そして発表
する 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！

ボランティア相談も受付中！

・ボランティアをしてみたい
けど、どんな活動があるの？
・どこに相談すればいいの？

日

9 時 45 分～11 時 30 分
場

etc…

時：月に 1 回～（応相談）
え

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

容：囲碁を使ったゲーム

問 い 合 わ せ：こころを育てる会 青島 良男
T E L：090-2347-1507

ボランティアに関するお問合せはお気軽
にご相談下さい！

メールはこちら→

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

継

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。
障がいのある利用者さんと一緒におまつりを盛り上げて、一緒に楽しみま
しょう ＼(^o^)／
日 時：5 月 28 日（土） 8:30～15:00 くらいまで
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：昼食は用意します
主 催：ラポール川原・みなみ
継

と するが介護者おしゃべり会

こちら

ちら

を開催します！

介護について悩んでしまったこと、愚痴を聞いてほしい、そ
う思ったことはありませんか？
介護者同士でないと分かり合えない気持ちを、おしゃべりし
て気分転換、リフレッシュしましょう。
介護者を支えるボランティアグループ「するが介護者パート
ナーズ」がお手伝いします。
◆平成 28 年度の予定◆
6/15（水）・7/15（金）・9/15（木）・11/15（火）・12/15（木）
平成 29 年 2/15（水）・3/15（水）
場所：南部生涯学習センター（駿河区南八幡 25-21）
時間：13 時～15 時
対象：現在家族の介護をしている方
参加費：無料
※11 月と 2 月は上記と異なる会場で実施
予定です。
詳細が決まりましたらお知らせいたします。

継

メールは

ＮＥＷ
Ｗ

今年の敬老会で芸能等の
余興を披露してくれる方を
募集します！
利用者、家族（30 名程度）
が参加する敬老会です。
日時：
9/4(日)または 9/11(日)
時間：13：30～15：30 の間で
30 分程度
内容：敬老会での芸能披露
場所：ニチイケアセンター
静岡中原
場所：駿河区中原 521-1

生活応援ボランティアするが （SOV）

暮らしの困りごとを一緒に解決しましょう！
活動に興味のある方、お手伝いをお願いしたい方、ぜひご連絡ください。
《生活応援ボランティアするが》は、公的制度では支えられない日常生活の
「ちょっとした困りごと」のお手伝いを通して、その方に気持ちに寄り添い、
つながりを作ることで、くらしの応援をしていきたいと願い、発足した
ボランティアグループです。
活動対象：高齢者、障がい児・者、子育て世代、介護中のご家族、生活困窮者
活動内容：住居の片づけ、外出の付添い、お話し相手 など

など

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

継
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～
継
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。

イ

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

継

入場料：無料（当日直接会場にお越し下さい。）

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。

継

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

お問合せ：ケアセンター瀬名

継

住所：静岡市葵区長尾３９番地の５
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

イ

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

静岡介護者きずなの会 おしゃべり会

担当：金子

５月 １０ 日（火）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５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。

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
第3回

「福島の子ども達と夏休み」in 山村都市交流センターささま（静岡県島田市）

福島の子ども達（対象小学 4 年生～6 年生）と一緒に遊んで見守ってくれる方募集してます！！
日時：2016 年 8 月 2 日（火）～4 日（木）※主に 8 月 3 日～4 日に来てくれる方希望！（1 泊 2 日）
時間：8 月 3 日午前 8 時～翌日お昼 12 時頃（予定）

宿泊や食事代のご負担はございません。

場所：島田市山村都市交流センターささま

内容：川遊びの見守り・夜はキャンプファイヤー花火遊び・昼食等食事のお手伝いなど・・
対象：大学生（2～3 名位）一般の方でも大丈夫です！
締切：6 月末まで
お問合せ：静岡県勤労者山岳連盟

担当：竹本幸造 TEL:090-7309-8669 電話/fax 054-284-1353

New
「ゆずのひ」子ども食堂を開催しています！

子どもたちと一緒に昼食を作りませんか？

「ゆずのひ」とは・・私たち、ゆずのひの「こども食堂」は子どもなら誰でも、1 人でも参加できるこ
とが出来る「居場所」です。また、子どもだけではなく「今日はママがちょっとお休みしたい。
」そん
な時も是非ご相談下さい。

日時：毎月３回

土曜日

時間：10 時～16 時

場所：静岡県総合社会福祉会館

集合時間：9 時 30 分集合

シズウェル内（当日シズウェルで場所を告知します。）

内容：子ども達と一緒に食事を作り、一緒に楽しく食べませんか！
持物：水筒・ハンカチ・ティッシュ・給食セット・エプロン・お皿・三角巾・（宿題）
参加費：無料（会場までの交通費は自己負担となります）
お問合せ：yuzunohi2015@gmail.com

担当：川端

New
中ボ連 35 周年

音楽隊結成 13 周年「アンサンブルカフェ V」

日時：6 月 4 日（土）受付開始 13：30～
場所：静岡市中央福祉センター

３階

時間：14 時～16 時

大会議室

※入場無料・予約歓迎♪ コーヒー・茶菓子接待有り

お問合せ：TEL/FAX 054-254-5201
継

しずおかボラセン情報

静岡 V 連事務所

発送準備ボランティア募集しています。

毎月、月末に「しずおかボラセン情報」発送作業を行っています。
一緒にお手伝いご協力頂ける方、ボランティア・市民活動センター静岡まで、ご連絡お待ちしております。

（５月発送日）日時：５月３１日（火）１３：３０～（約１時間位）
会場：静岡市中央福祉センター ２階２１会議室
（お問合せ）TEL:054-254-6330/FAX:054-653-0039

