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ほかほかふれあいフェスタが、今年も開催されます。
健康フェスタ（ウェルネスさがみはら）や健康スポー
ツイベント（市体育館）と同日開催です。ご家族やお
友達とご一緒に、秋の一日をエンジョイしてください。

＊館内では、スタンプラリーを楽しみながら色々な体験を！
車椅子や視覚障がい者スポーツ、録音、点字、拡大写本など
楽しい体験コーナーが満載です！
＊あじさい会館ホールではコーラスと映画上映！
＊さがみはらウェルネス前広場では、ミニＳＬが運行！
★ステージではヒップホップダンス、車いすダンス、
大道芸、チアリーディング、阿波踊りなど
★模擬店やバザー店でちょっと一息！
焼きそば・味噌おでん・コーヒー・ラーメン
ポップコーン

映画

是枝監督、福山雅治主演
第６６回カンヌ映画祭審査委員賞受賞『そして父になる』
あじさい会館ホール １３：００～１５：００

今年、第 71 回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『万引き
家族』などの是枝弘和監督が、子どもの取り違えという事に遭遇した２組
の家族を通して、愛や絆、家族といったテーマを感動的に描いたドラマで
す。ぜひ、ご覧になってくださいね！ 樹木希林さんも出演しています♪
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二十四時間ＴＶ
『愛は地球を救う』キャンペーンに参加
杉本 榮治
毎年恒例の二十四時間ＴＶの募金活動を「ザ・ビッ
グ西橋本店」で八月二十四日午後四時から１時間ほど
行いました。ここ数年は放送の半月ほど前であった為
か募金者が少なく寂しい想いをしていましたが、今年
は直前に行った為、例年より多かったと思いました。
お子さんを連れた方
は募金してくれるケー
スが多く、親心を感じ
ました。
参加者 髙橋、吉留、

プ「川越いも友の会」

が制定。そんな異名が

あるんですね。(^^)

小倉画

小野、杉本、勝部（写
真撮影）

ことから、10 月 13 日をサツマイモの

１０月の記念日は？

小倉義男

10 月 13 日は、サツマイモの日です。

10 月はサツマイモの旬の季節で、また、
江戸から川越までの距離が約 13 里なの
で、サツマイモに「栗（九里）より（四

日としたそうです。埼玉県川越市のサツ
マイモ愛好家のグルー

ぼらんてぃあ通信版
ツイッターコーナー
あじさい会館と私
平栁 眞一

漢字クイズです。

まずは初級編。

②篝火 ③暖簾

④後裔

⑦兵糧

①真摯

⑤香車 ⑥辱める

⑩拵える

⑯範疇

⑰言質

⑬浩然

⑨芳醇

⑧成就

続いて中級編。

⑮懇ろ

⑫徐に

スタート時、五階建てで着工し、すぐに１フロア増床の指

⑭礎

⑪忌々しい

後で聞いた話として、福祉の建物なので増床するよう私

㉒木乃伊

㉖喇叭

㉓飄飄

⑲項 ⑳弁える

㉑不束

㉕鉋

㉛鳩尾

⑩こしらえる

㉜蕁麻疹

⑧じょうじゅ ⑨ほうじゅん

かしめる ⑦ひょうろう

④こうえい ⑤きょうしゃ ⑥はず

①しんし ②かがりび ③のれん

初級編です。

答えがあります。

が！ 中級編と上級編は次ページに

＊お疲れ様です。初級編は隣に答え

㉚手薬煉

㉗胡坐 ㉘頗る ㉙喧しい

㉔凭れる

さあ上級編です。

⑱鬱蒼

事も感じており、今後、短い人生かもしれませんが、人と

又、人と人の出会いが、その人の人生を大きく左右する

も強く感じてくるように思います。

付かぬ事や、人の痛み等が伝わり、不思議な巡り合わせ等

人生七十歳を過ぎ、体も弱くなってくると、いままで気

日この頃です。

ントで使う不思議な因縁を、これは何なのだろうと思う今

をもって生まれ、自分が作った建物を利用し、会議やイベ

私は仕事であじさい会館を作りましたが、二男が障がい

２階へ移動されてしまいました。

に連協事務所が移転し、その後ボラ協の事務所が４階から

その後、他の福祉団体も入居させるべく、２階から４階

た『心の相談室』を連協事務所として開設できました。

い会館内に作ってほしいと要望し、数年たって２階にあっ

長時代に団体長会議の席上、何度も連協の事務所をあじさ

協会のみでした。私は竣工時よりの経緯をふまえ、小川市

しておりましたが、竣工後、入居したのは現ボランティア

の前任会長 渡辺正男氏が市に強く要望したと前会長は話

示で、現在の６階建てになりました。

年目にあじさい会館の図面を引き、作り出しておりました。

私は空調関係の電気工事業で、相模原市に家を購入し１

Twitter
の出会いを大切にしてゆきたいと思います。

―２―

タイミングが大切なんですね。

キャンペーンのエプロンを
つけて、募金活動！
里）うまい十三里」という異名があった
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ボランティア活動グループ訪問記
下さっている姿が見えてホットしました。
きたはらつよし

す。熱中症にも注意が必要です。それでも楽しいと

ころを教えて、楽しんでもらうのがいい。二、三年

続けている人も多く、芋煮会や焼き芋の会なども楽

畑の所有者北 原 強さんは新戸にお住まいで、有機
無農薬で沢山の種類の野菜を育てています。

しい行事です」と最後に話してくださいました。

える方へ歩いては聞き、聞いては歩き、目に入る草

きません。携帯電話もあいにく繋がらず、人影の見

が、広い畑が野原のように広がっていて見当すらつ

徒歩であらかじめ聞いていた道順で畑を目指す。だ

のバスに乗って途中の中丸バス停で下車。ここから

九月八日（土）午後相模線原当麻駅から上溝行き

す。実際、畑以外でも子どもたちのイベントにボラ

顔に繋がっていることを実感できるのかなと思いま

とで、自分が一生懸命育てた野菜が子どもたちの笑

た野菜を市内の児童養護施設などに一緒に届けるこ

のきっかけ作りに繋がっていると思いますが、出来

を始めました。畑で作業をするというだけでも外出

相談を受け、自分の畑で一緒に作業してもらう活動

そうした方々が活躍できる場を作りたいと職員から

（山崎、植野）

と感じました。

健康にも良さそうだ

した。体にも心にも

うお話なども聞きま

病気を克服したとい

業していて、中には

皆さんイキイキと作

で作業中の方たちも

余談ですが他の畑

「南ボランティアセンターにボランティア活動をし

花や畑の作物を見ては同行の山崎さんと二人でおし

北原さんの畑で
ボランティアさんが活動しています
たいと来所される方の中には、精神障がいなどによ

ゃべり。とうとうほぼ一周したところで諦めて帰路

ンティアとして参加するようになった方もいるよう

日お邪魔すること

います。夜になって北原さんにお電話して改めて明

豆も収穫が終わったものとこれから収穫になる黒豆

蒔いたばかりの人参が細い葉を覗かせていたり、枝

られたばかりで虫よけのネットで覆われています。

お邪魔した畑には、今キャベツの小さな苗が植え
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りコミュニケーションが苦手な方もいるそうです。

へ。でも二人とも疲れてはいませんでした。日照り

★あなたも畑で

にした。農作業中

中級編です。

です。そんな風に、畑作業をきっかけに、自分が出

電話は車の中に置

の原種という枝豆もあります。とてもおいしいのだ

⑪いまいましい ⑫おもむろに ⑬こうぜん

も思ったより優しかったし、農作業中の皆さんも側

北原さんと同じ活動をしませんか？

いているそうで、

そうです。この枝豆もカメムシがつくので、防虫作

⑭いしずえ ⑮ねんごろ ⑯はんちゅう ⑰げんち

来ることで人に喜んでもらえるという体験を彼らが

電話が通じなかっ

業が必要だそうです。落花生やゴボウ、サトイモも

⑱うっそう ⑲うなじ ⑳わきまえる

に寄って来て話をしてくださって、なにしろハイキ

たのでした。あく

立派に葉を付けていて収穫の時期を待っています。

上級編です。

北原 強

る九日（日）の午

畑の隅に大きく育ったオクラの『樹』が一本。これ

㉑ふつつか ㉒みいら ㉓ひょうひょう

重ねていってくれたら僕も嬉しいです」

後、ほぼ近くまで

はタネをとるために実を育てているのです。

㉔もたれる ㉕かんな ㉖らっぱ ㉗あぐら

７
- ６３０

来たと思えるとこ

「ボランティアの方たちに手伝ってもらう農作業に

㉘すこぶる ㉙やかましい

２
- ５２

ろで北原さんに電

は危険もいっぱいあります。農具で怪我をすること

㉚てぐすね ㉛みぞおち ㉜じんましん

電話 ０４６

話してみると少し

があるかもしれません。虫に嚙まれることもありま

ング気分が味わえたことが何よりの収穫だったと思

大きく書いてある「注意すべきこと」

遠くで手を振って

畑の説明をしてくださる北原さん

ほっこり
な♡

ぼらんてぃあ

ハッピー マジ ック

(

)

マ ジッ ク が出 来 たらい い な 、や り たい 。 念
願 叶い 、講 師の下 で練習 開始 。マ ジック の 難
しさ、不思議の数々に魅了 ‼
ボラ ンテ ィア活 動の誘 いを 頂き 、高齢 者 施
設 での 第一 歩。利 用者さ んは 演技 を観る と 何
処 から 出て きたの 、どう して 〝ア ″綺麗 だ と
笑 顔、 楽し かった よ。ま た来 てね と拍手 を 沢
山 頂き まし た。終 わって 安堵 と同 時に楽 し ん
で くれ る方 が居る 。やれ ば出 来る と実感 し ま
した。（八年前のこと）
それ 迄も 、自分 磨きの 練習 を続 け、施 設 は
も ちろ ん保 育園、 サロン 等々 から 声を掛 け て
頂いて居ます。
お伺 いす る依頼 先の対 象者 によ り演技 の 内
容 を変 え、 良かっ た、楽 しか った 、の声 が 沢
山頂けるプログラムをと心掛けています。
また観てくださる方が
マジシャンになって演技
を行い不思議さを感じて
戴いています。
これからも私の出来る、
出来そうな事は、少し無
理でも楽しみ乍ら皆様の
笑顔に、励みと、元気を
戴き、沢山の演技を習得
して、ボランティア活動
を続けていきたい。

理事会報告

九月五日（水）十三時半から（理事八名出席）

一報告事項
一( 高)橋会長から
・認定ＮＰＯ法人資格が七月二十日付で承認され
た。今後五年間有効。
二( ハ)ンディキャブ委員会
・運転手の八十歳定年制導入を検討中。南区では
新規 利用者の受付 を中止して おり、実態を 調査
して定年制の運用を検討する。
三( 総)合企画委員会
・若手会員による懇談会を開催し、ボラ協の在り
方について意見交換した。
四( 事)務局委員会
・ハンディキャブ利用者との予約時の対応につい
て、事務局員全員で情報を共有するよう努める。
五( 講)座検討委員会
・来年の春講座は「終活」をテーマに一日開催で
検討する。
六( 傾)聴委員会
・傾聴活動情報交換会を九月十一日に開催。
二審議事項
一 ハ)ンディキャブ運転手用講習会の受講料（八千
(
円）は、従来受講者が半額負担していたが、ボ
ラ協が全額負担する。
二( 一)回の寄付金が五千円以上の方には礼状を送
付するとともに了解を得たうえで、ぼらんてぃ
あ通信に氏名を掲載する。
三( 来)期の選出必要新任理事数は三名と無任所理
事一名の四名とする。
三・その他
・協会の入会金、年会費に関する規約があるか確
認する。無ければ、規約案を作成、総会で審議。
・講座の修了式に出席する理事を決定した。

次回理事会 十月三日（水）

－４－

14

平成 30 年の活動内容（９月迄）
１月 中央矢部ちゅうちゅう
アクア水郷田名デイサービス
３月 平和保育園
デイサービス芙蓉の園
リバーサイド田名ホーム
むくどり第 2 保育園
４月 ツクイ横山デイサービス
５月 デイサービス リズム
もみじの手
グループホーム憩
６月 デイサービス東橋本
ゆめクラブわかば
アクア相模原６丁目
ホームステーションライフ
アクア若松デイサービス
７月 グループホームシンフォニー
ひなた村（町田）
８月 デイサービス芙蓉の園
塩田ホーム
はなことば相模原
９月 御園３丁目サロン
上溝ジョイフルホームそよ風

2018.９.2６

ぼらんてぃあ通 信

問合わせ先；中央ボランティアセンター（いるかバンク） 042-786-6181

時

間

内

容

14 時

総合企画委員会

3(水)

13 時半

定例理事会

6(土)

10 時

HC 委員会

13 時

黄色いレシート
キャンペーン
事務局委員会

25(木)

13 時

ほかほかふれあ
いフェスタ
ぼら通印刷

26(金)

13 時

ぼら通発送

11(木)
13(土)
20(土)

「係わる人すべての幸福を求めて」！

精神ボランティア養成講座

1(月)

イベント 情 報

日

日 時：十月二十七日 土( 十)時～十五時
場 所：南 区 地 域 福 祉交 流 ラ ウ ン ジ

（ボーノ相模大野二階）
日時・場所
定 員：二十人（申込順）
十月二十八日（日）
参加費：五百円（資料代、印刷代等）
九時半～十一時半
申込期間：十月一日 月( ～)二十二日 月( )
あじさい会館研修室
主 催： 精神ボランティアグループひびき
会 費：一〇〇円（お茶代として）
申込・問合せ先
持ち物：筆記用具
中央ボランティアセンター
対 象：相模原市に在住・在勤・在
電話０４２・７８６・６１８１
学中の方または、相模原のことが
好きな人、相模原に思い入れのあ
る人、相模原を自慢したい人。
第七回「コンサート」虹のかけ橋
問合せ先
日 時：十月二十日 土( 十)三時開演
さがみはら認知症サポーター
会 場：杜のホール橋本 大ホール
ネットワーク事務局
内 容：コーラス、ダンス、楽器演奏等、
電 話０４２・７０７・１６０３
障がいの有無にかかわらず、皆で楽
Ｆａｘ０４２・７８６・６６３１
しみましょう、心を一つにして迎え
るファイナルコンサ
ートです。
定員：先着順（申込不要）
直接会場にお越し下
さい。
申込・問合せ先
「コンサート」虹のかけ
橋実行委員会
（担当 平川）
電話
０４２・７５６・１９８０

ボランティア協会 10 月の予定

さがサポ
街づくりミーティング

ぼらんてぃあ通 信
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相模原市で活躍する会社紹介
通信・電気・太陽光

株式会社ダイアグラムは創業７年目まだ若
株式会社 ダイアグラム
い会社ではありますが、私たちが仕事をし続
あだち
ゆうや
けていられているのも、様々な方々の支えが
代表取締役 安達 裕也さん（３６歳）
あってのものです。社員一同成長を求め、日
（公社）相模原青年会議所
々変わりゆく社会の中、電気通信業界も同様、
広報発信委員会 委員長
日々、電化製品やネット環境も変わり工事方
本社〒２５２－０１３１
緑区西橋本１-７-１１林ビル１F
法も変わりつつあります。その早い時代のス
安達 裕也さん
電話
042-703-4841
ピードに乗りお客様が求めている以上の品質
Fax 042-703-4842
で応えられるように日々勉強をしています。
Email：adachi@dia-gram.co.jp
お客様の立場になり工事の提案をいたします。より
良くなって欲しいをモットーにＣＯ２削減等の環境的
事業内容
１．電気工事部
２．通信工事部
視点や社会的視点、費用対効果をトータル的に考え経
一般、集合住宅配線
架空配線工事
済的にお客様の最善を提供致します。
エコキュート、太陽光発電
屋内光回線工事
また地域に密着した企業を目標とし、次世代を担う
オール電化工事
LAN 工事
子どもたちに、地域の先生として市内中学校へ出前授
産業用太陽光発電工事
ビジネスフォン工事
業を行ったり、職場体験として市内の中学生を受け入
工場、施設電気工事
TV アンテナ工事
れています。
エアコン、空調工事
TV 集合住宅工事
その他にも地域行事等にも積極的に参加し相模原の
防犯カメラ工事
店舗電気工事全般
リフォーム、リニューアル工事
活性化に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほ
LED 化工事
どよろしくお願いします。
―５―
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市と市社協も、多くの方々のご協力を得て、
「み

れぞれの地区で福祉活動に取り組んでいます。

会、地区社協、民生委員・児童委員の皆さまがそ

相模原市では多くのボランティアの方々、自治

ボランティア協会員の皆さま、こんにちは！

ある。

必要である。その体制の一つが社会福祉協議会で

集めて、無理と無駄のないように活動する体制が

しても住民全体が問題解決に当たろうとし、力を

これら問題の解決を一層効果的にするには、どう

それが解決に当てられる財源は少ない。そこで

ことが大切。その自信が更に困難な問題に立ち向か

着手し、一つの問題が解決出来たという自信を持つ

の関心が高く、しかも短期間で解決可能なものから

協議会の能力に応じて、まず重点的に、地域の人々

い問題が多く、他方財源には限りがある。そこで、

⓸ 問題解決は一歩一歩、町村には手の付けられな

う勇気を起こさせる。

んなで支え合い地域の力が育む 人にやさしい
まち さがみはら」を共通のスローガンとして、

町村の社会福祉協議会は「その町村の住民の腹

じて活用することを通してなされる、もし事業を営

の立案に専心し、その実施は各団体をその特性に応

⓹ 福祉計画の立案に専心せよ。協議会は福祉計画

前号に引き続き、
「地区社会福祉協議会」と相

蔵の無い意見、要望に応え、或いはその住民の要

む場合は、参加団体の共通の利益となるよう仕事に

２ 町村の社会福祉協議会の特色

模原市社協の前身である町社協の成り立ちなどに

望するところを調査し、その当面の問題を解決す

地域福祉の推進に取り組んでいます。

ついて紹介します。

限定することが賢明である。

の専門家だけでなく、町村各地域の代表者その他社

組織はなるべく簡単なのが良い。会員は社会福祉

３ 町村社会福祉協議会の組織について

るために、総合的に計画を立て、社会福祉事業施
を尊重し、その能力を活用して、組織的な活動を

設その他これに関連のある諸機関を、夫々の特徴

町を挙げて社会福祉協議会の設立を目指し、上

展開するように仕向け、その効果的な結果を収め

社会福祉協議会について

溝地区社協発足（昭和２７年４月２日）直前の広

るための組織である」と言えよう。

会福祉に関連のある団体施設の代表者などの非専門

家も加える。

⓶「施設中心」でなく。
「その住民の要望を満た

いかがでしたか？前号と合わせお読みいただける

問題は、これらの人々を通じて町村全体の福祉に

署、婦人会、青年団、農協などがそれぞれの立場

す」ことを目標に、各種関係団体が、地域全体の

と、全国初の実験地区として指定を受けた相模原町

に参加する者が、その本来の使命を生かしつつ共

から、我々の幸福のために努力しているが、一度

幸福を高めるために活動し、自分の立場のみを固

が、住民の総力を挙げて社会福祉協議会の設立に取

ついて住民一般の関心を高め、社会福祉の問題解決

その立場を離れて、広くその町村の人々の幸福に

執しないことが望ましい。

り組んでいる様子がお分かりいただけると思いま

通の問題を合理的に解決するために積極的に協力

① 統制的活動でなく教育的活動を。協議会活動

そこでこの協議会の活動は

報相模原第２８号（昭和２７年３月１日発行）で
は、その機能等について次のように紹介されてい
ます。
１ 町村になぜ社会福祉協議会が必要か

ついて考えた場合には、まだまだ未解決な問題が

⓷ 調査は実証的に。調査によって、町村住民の

す。

に積極的になるように努めなければならない。

多く、そのどれを取り上げても相互に深く関連し

欲しているものを正しく把握することが必要、調

次号もよろしくお願いします。

活動するように努めることが大切。

ていて、総合的な方法で解決に努力しなければ、

査とは統計的方法ばかりではなく、座談会や関係

我々の町や村には、役場、学校、公民館、警察

その目的を達することができ難いことに気付かせ

者の談話からでもできる。

市社協 田所
られる。しかも、我々が発見する問題は多く、
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様々なボランティア活動をなさ
っている会員の皆さまに、その活動
の紹介や経験したことなどを語っ
ていただくコーナーです。

篠田 昭二

自分探しの旅に生きがいを求めて

１、きっかけ
芭蕉は住居も人にゆずり、晩年の全生命をかけて
江戸深川から『奥の細道』の旅に出発している。
私の場合、都内に通勤するごく普通の会社員とし
て、地域に何のかかわりもなしに脱会社人間になっ
た六十代後半の時、幸い元気であり何事にも前向き
に取り組む意欲も十分と思っていたので、
「広報さが
みはら」で知ったボランティア養成講座（以下「講
座」
）を受講した。
講座には講義と、実技があり、四日間学んだら何
かやることが見えるのではと思ったのである。
この講座でこれからの高齢社会では、私を含めた
元気な高齢者が福祉の担い手として期待されている
ことを知り、期待に応えて活動できるなら、やり甲
斐があろうというもの「やってみよう」と決め、自
分探しの旅の出発になった。
２、これまでのこと
高齢者福祉の担い手としての活動は、主として老
人ホームでのデイサービスの手伝い、将棋の相手、
車椅子の介助など、個別のニードでは話し相手、粗
大ゴミ出しなど、いくつかのグループに参加、圧倒
的に女性の多い中でもあまり違和感はなく、新たな

人との出会いがあり、時にはグループの代表を務め
たり、グループから派遣されて、かって受講した講
座の企画運営に参加し、委員長を仰せつかったり、
充実感があり、結構楽しく思って来られたし、グル
ープの一員としての活動は今も続いている。
このほか、公民館活動ではリサイクル委員会があ
り、老人くらぶ活動やいきいきサロン活動もある。
こう言うと毎日出歩いているようだが、フルタイム
ということはなく午前中か、午後または夜間。しか
も、活動日程は家庭と自分の都合できめたものであ
るから、上下関係のない気楽な生涯現役感があり、
何より生活のリズムが得られ、健康にもよいことが
嬉しく、生き甲斐を存分に味わって来たように思っ
ている。
３、私にとって上鶴間大人塾とは
私の自分探しの旅は、講座の会場であった「あじ
さい会館」のある中央に始まり、最も遠い田名地域
から、大野中、大野南、上鶴間へと活動範囲を次第
次第に自宅に近付けながら今日に至っている。大人
塾の活動なら最も身近な地域に…。
そして、これまでは何れも出来上がったグループ
への参加で、そのグループの活動目的に賛同した仲
間であったが、大人塾は一人ひとりが違う個性の人
達との出会いであり、何を、どのように、何から始
めるかを探り、できれば小さくても第１歩を踏み出
せないか？ これまでとかなり違う、新たな旅探し
になりそうだ。
何かロマンさえ感ずる。この塾に学んで今までの
私とこれからの私は質的にも変わっていくように思
えている。大きな楽しみと共に…。

４、これからのこと

芭蕉は「旅に病んで夢は枯れ野をかけめぐる」の

句を残し、五十才で大阪の旅先で亡くなっている。

私の場合、晩年と言っても人生百才時代、まだま

だこれからである。

これまでの活動と大人塾で学ぶ活動、二足の草鞋

を履いた自分探しの旅になる。

これまでは自分だけで決めた自分探しの旅であっ

たが、塾での旅立ちは皆で決める新たな旅、今旅支

度の真っ最中の思いを楽しんでいる…。

認定ＮＰＯの期間 更新！

寄付のお願い

ボランティア協会は、皆様からのご支援
のお陰をもちまして、今年五月から五年間、
認定の期間更新を受けることができまし
た。
引き続き寄付金控除制度をご利用いただ
けますので、今後とも活動をご支援下さる
ご寄付をよろしくお願い申し上げます。

ゆうちょ銀行の払込取扱票（手数料協会負担）

もご用意しておりますので、詳細は、当協会に

お問い合わせ下さい。

会員の皆様には、次号のぼら通に払込取扱票

を同封させて頂きますので、ご利用下さい。
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ボラン ティ アさ ん募 集 ！
絵手紙指導のお手伝い
内 容

デイサービス利用者（高齢者）男性１名、女性３名への指導の補助をお願いします。
絵手紙の作成経験があり、一緒に楽しんでくださる方を募集。

日 時

水曜日 午後１時 30 分～ （月１回程度。水曜日であれば何週目でも OK）

場 所

デイサービスセンターほっぷ（相模原市中央区陽光台 7-10-14）
連絡・問い合わせ先
相模原ボランティア協会あじさい連絡所 ： 電話 ０４２（７５９）７９８２
相模原市社協 中央ボランティアセンター： 電話 ０４２（７８６）６１８１

～ほかほかふれあいフェスタ２０１８ 10 月２０日(土)～

ボ ラ ン テ ィ ア さ ん 大 募 集 !!
①広場のテント設営

１０名

8:00～ 8:30 ウエルネス前広場

②展示室の準備

5名

8:30～10:00 あじさい会館 6 階展示室

③ホールの準備、手伝い、片付け

5名

8:30～15:30 あじさい会館ホール

④スタンプラリー受付

4名

9:00～16:00 あじさい会館１階ロビー

⑤総合案内

4名

9:00～15:30 あじさい会館１階ロビー

⑥ほかふれカフェ

2名

8:30～15:30 あじさい会館５階(ボランティア活動室)

⑦広場のテント片づけ

１０名

⑧展示室の片づけ

５名

15:30～17:00 ウエルネス前広場
15:30～16:30 あじさい会館 6 階展示室

※③ ④ ⑤ ⑥は、半日でもＯＫです
皆様、お手伝いよろしくお願いしま～す！
連絡・問い合わせ先
相模原ボランティア協会あじさい連絡所 ： 電話 ０４２（７５９）７９８２
《今月のイラスト

…さあ新学期、

久しぶりにランドセルを

背負って学校に 》

編集後記

中国人の友達から、故郷に帰っ

たお土産に月餅をいただいた。

今年のお月見は九月二十四日。

ちょっとお天気が心配だけれど、

月餅をいただきながら、悠久の時

（恒）

に思いをはせ、ちょっぴり優雅に

過ごそうと決めている。

ボラ協会員数 / 正会員 113 名 ・ 賛助会員（個人）3 名 （法人）1 団体 （９月 18 日現在 ）
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