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おめでとうございます！
「第三十六回市民福祉の集い」で社会福祉功労者として

ぼらんてぃあ通信版
ツイッターコーナー

気分転換

Ｓ・Ｓ

観光に行きました。きっかけはＴ

先日、山梨県忍野村の忍野八海

に伺った。

Ｖ番組で美しい池が紹介された事

で車を走らせました。

で、忍野八海を見たいとの気持ち

＊きっかけは何だったのですか？

の編集・発送などで活躍されている植野さん

続いて、広報委員として「ぼらんてぃあ通信」

ください！

ャブ活動に興味のある方、ぜひ協会までご連絡

加藤修さんと植野美代子さん表彰される
去る九月三十日（日）に相模原市民会館ホー
ルで「市民福祉の集い」が開催される予定であ
ったが、残念ながら台風の関東地方直撃予想が
出たため前日に式典の中止が決まった。
そこで、電話などで受賞者のお二人にインタ
ビューさせていただいた。

ボランティア養成講座から点訳コースに入
ったあと、仲間の先輩に声を掛けていただい

現在ハンディキャブ委員会委員長をされてい
る加藤修さんに、まずインタビューした。

現地に到着して驚いたのは、観

光バスツアーによる外国人観光客

て、少々不安はありましたがＯＫしてしまいま

した。今でも記事を書く度に後悔しています。

の多さで、その多くはアジア系の

方です。

八海巡りコースは人が多く気を

付けて歩かないと人とぶつかりそ

うな混みようでした。

最近の外国人客は都市部から地

の一員でありた

動ける間は仲間

活性化を大きく進めると期待した

目で実感して、これが地方経済の

なっているとの新聞などの報道を

方の観光地を訪れている人が多く

いと思っていま

＊これからどうなされますか？

困ったことも度々あります。

南区全域に取材に行きますが、道を間違えて

＊活動中のエピソードは？

います。

ありがたいことに、おおむね協力してくれて

＊ご家族の反応はどうですか？

＊ボランティアを始めたきっかけは？
十年前にボランティア養成基礎講座を受けた
後ＨＣの運転を始めました。
＊現役でお仕事されてる時ですね。ご家族の反
応はいかがでしたか？
空き時間を使ってボランティアするのならい
いのでは、という感じでしたね。
＊活動中のエビソードを何か。
ボランティアを始めた頃、お昼をご馳走にな
ったことがあります。若かったからではと、今
では思いますけど。
＊これからについての思いは？

いです。

美しい池を見て、東円寺の住職

す。
ご主人が訪問

てくださったり、息子さんの奥さんが車で送っ

た。

味しい料理を堪能した一日でし

から天井画の説明などを聞き、美
の無い範囲で活動

てくれ取材にも協力くださる本当にご家族の

先まで車で送っ
していただけばよ
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Twitter

暖かいご協力があるのも素敵です！ （山崎）

植野美代子さん
いのでハンディキ

状況ですが、無理

もなかなか厳しい

ドライバーの高齢化が進み、新しい人の確保

加藤修さん

ション」の方々に、ほかほかふれあいフェスタのボ

ていただいている「さがみはら若者サポートステー

毎月、ぼらんてぃあ通信発送作業のお手伝いをし
は次の通りです。

付に分かれてお手伝いをしました。若者たちの感想

当日はスタンプラリーの受付、ミニＳＬの乗車受

小倉画

「ミニＳＬの受付で、やってくる子どもたちに自分

身体に必要ですね。(^^)

から声かけをすることができた」

制定。ビタミンは、私たちの

「ミニＳＬを黙って見ている子がいました。〝乗り
たい？〟と声をかけると、黙ってうなずいてくれま
した。その子が楽しそうにＳＬに乗っている姿を見

１２月の記念日は？

小倉義男

12 月 13 日は、 1913 年のこの日、鈴木梅太郎

が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オ

リザニン」と命名したことを東京化学会で発表した

ことを記念して、ビタミンの日だそうです。オリザ

ニンは後に、この 1 年後に発見されたビタミン B1

と同じ物質であることが判明し、
『ビタミンの日』制

事務局運営に尽力されている立石雅子さんと、高

彰状が贈られた。ボランティア協会員としては、

団体に市社会福祉協議会会長戸塚英明氏から表

部では特別表彰３団体、一般表彰１２５名、１９

ーアンサンブルのお楽しみコンサートの後、第二

プログラム第一部の相模原ユーフォ・テューバ

会館ホールで開催された。

十月二十七日（土）午後一時三十分からあじさい

市社会福祉大会『市民みんないいひとの日』が

おめでとうございます
第四十九回相模原市社会福祉大会開催
協会員の立石雅子さん、小川進さん受賞

定委員会が 2000 年 9 月に

ランティアにも参加いただきました。
「できる自分」の発見
さがみはら若者サポートステーシふョ
ン
じさわかずひ
相談員 藤澤一飛

「子どもたちが、次から次へとやってくるので、話

て、嬉しかったです」

ステ）は、働くことや自立に悩みを抱える十五歳～

すことが苦手だ、と思う間もなく、子どもたちに声

さがみはら若者サポートステーション（略称サポ
三十九歳までの若者に、個別相談をはじめとする

をかけている自分に気づきました」
らなかったけれど、やってみると案外できていまし

様々な支援を行なっている就労支援機関です。サポ
ったり、人とコミュニケーションをとることを苦手
た」

「スタンプラリーの受付は、できるかどうか、わか

に感じていたり、学校や会社に馴染めるかどうかと

「子どもたちにスタンプラリーの景品を渡すと、に

ステで活動している若者は、自分に自信が持てなか

いう不安を抱えている人も少なくありません。

しかった」

こにこして〝ありがとう〟と言ってくれたことが嬉

ルを習得するセミナーだけではなく、
「できた」
「失

「子どもだけでなく、保護者の方にも景品の説明を

このためサポステでは、個別相談や、知識やスキ
敗しても大丈夫だった」といった、感覚的・経験的

することができました」
ボランティア活動をして、自分のとった行動が「あ

な学びの機会を大切にしています。
「ぼらんてぃあ通信」の発送のお手伝いもその一

ボランティアを終えての帰り道で話をきいてみる

りがとう」というリアクションにつながったことは、

スタのスタンプラリー受付のボランティアをやって

と「参加することができて良かった」
「自分が思って

環で、ボランティア活動を通して地域の方々と出会

みませんか」という特別なお話をいただきました。

いるよりも人と話せた。少し自信が持てた」
・・・こ

若者たちにとって大きな意味があったのではないか

地域の皆さんと関われる絶好の機会です。
「初対面の

うした言葉が返ってきました。その時の若者たちの

い、関わらせていただいています。そうした中、ボ

人に声をかけられるのだろうか？」といった不安を

表情は、フェスタ当日の秋空のよ

と思っております。

持ちながらも、今回チャレンジしてくれたのは、五

うに、実に晴れやかなものでした。

ランティア協会の方々から「ほかほかふれあいフェ

名の若者でした。
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ボランティア活動グループ訪問記
ボランティア活動を始めたい人ヘ
セミナーとサロンが同時開催！
新しい試みとして
去る十月二十四日（水）十時から大野台のシルバー
タウン相模原特別養護老人ホーム内かのこホールで、
ボランティアセミナーと大野中地区社協事業の「ふら
っと立ち寄りサロン」が同時開催されるというので取
材させてもらった。近年、ボランティアセンターでは
地区ごとのセミナー開催をすすめてきたが、サロンと
同時開催となるのは初めてなのだそうだ。
広いホールの左側でセミナーが、右側でサロンが同

「ふらっと立ち寄りサロン」
ゆったりくつろいで

活動する「いるかバン
ク」や、地域には様々な
ボランティアグループ
や地区ボランティアセ
ンターがあること、その
一環で実際のサロン活
動を体験するというこ
とで、隣で喫茶店の雰

月十三日（木）十時から開催されるので、興味のある

次回のボランティアセミナーは新磯公民館で十二

に残った。

にお茶のサービスや話し相手をしている様子が印象

サロンのボランティアさんたちがとても楽しそう

れた。

動に携わってほしいとの話でセミナーは締めくくら

ルールを守り、相手の立場を尊重してボランティア活

自分の生活とのバランスをうまくとりながら、約束や

始めるようにして、家族の理解を得て、頑張り過ぎず

最後に、興味や関心のある身近なボランティアから

ランティアも必要とされている。

援助や、障がい児の学校への送迎・付き添いなどのボ

（将棋、囲碁、麻雀など）もある。障がい者への外出

さんが大いに求められている。共に楽しむ趣味の相手

険のヘルパーさんが適用されないためボランティア

高齢者支援では、通院付き添いには、院内は介護保

力員など有償活動もあることが紹介された。

原則だが、ふれあいサービスや給食サービスの配食協

後、またセミナー再開。ボランティア活動は、無償が

参加。談笑しながらコーヒーなどを飲み、くつろいだ

囲気を酵し出している「ふらっと立ち寄りサロン」に

サロンのスタッフのみなさん
にこやかに、楽しく！
方はぜひ参加してほしい。
（植野・山崎）

齢者及び障がい者の外出援助に尽力されてい

る小川進さんが受賞。お二人にお話を伺った。

立石さん「何かしたいと思っていた時に事務局

員に誘われてタイミン

グがよかった。ハンディ

キャブの運転ボランテ

ィアさんを探すのが大

変ですね。見つかってす

っきりした気分で家に

帰りたいです。出かける時は気が張っていますか

ら、家族は察して協力してくれます。会員同士で

やっている手芸サークルの作品はさくらまつり

のバザーに提供しています」

小川さん「友達に誘われたのがきっかけです。

基礎講座受講後、外出支

援を始めました。現在Ｈ

Ｃとささの会に所属。話

し好きなので利用者さ

んといろいろオシャベ

リするせいか安心され

るのでしょう。指名されることが多いです。家内

は拡大写本のボランティアをやっていたので理

解があります」

（勝部・山崎）

健康に気をつけられてボランティアに勤しん

でください！
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じ空間で開かれた。
『ボランティア活動のすすめ』と題する色刷りの資
料をもとに、スクリーンに映し出された内容を、南ボ
ランティアセンターの職員の方が丁寧に分かりやす
く説明してくれた。
まずボランティア活動とは、強制されたり義務から
行うものではなく、自ら進んで、支え合うという対等
な関係のなかで、出会いや、充実感、達成感を感じる
ものであること。活動の場としては、登録して個人で

セミナー風景

－４－

東林ふくしまつりに参加して

都合によりお休みします。

紘一

次回理事会 十二月五日（水）

理事会報告
た も の の 到 底本 家 に は及 ば ず で し た。 お 陰 様
で、今年は土曜日になった為か、子どもの出足
十一月七日 水( 十)三時半から（理事七名出席）
が 少 な い 中 順調 な 売 り上 げ で 二 時 半に は 完 売
一．報告事項
しました。他店では閉店時間の三時ギリギリで
の完売や、売残りの模擬店も一部ありました。 ◆広報
組紐は杉本さんと町田が担当。売上は客待ち ・わくわく次号の冬号は一月二十六日発行予定。
わくわくに関するアンケート用紙を添付する。
の 状 態 が 時 々あ っ た が、 昨 年 体 験 した 人 も 居
り、好評で、五十名ほどの利用がありました。 ◆ハンディキャブ委員会
ハ ン デ ィ キ ャ ブ 号 の 体 験 は ス タ ン プ ラ リ ー ・ 先月に引 き続き 運転ボラ 定年制導 入の審 議を行
い、理事会に導入の申請を行うこととした。
に組み込まれており、例年十号車を提供、今年
も佐々木さん、児玉さんに運転者募集のビラ配 ◆総合企画委員会
・ＨＣ委員会提案のポイント制導入の可否につい
りを含め活躍して頂きました。
て議論した。
ボ ラ 協 の 資 金 集 め に 模擬 店 な ど へ の 参 加 は
威 張 れ る 状 態で は あ りま せ ん が 、 寄付 金 を 含 ◆事務局委員会
め、ボランティア協会の存在意義の周知と協力 ・ぼら通十月号に寄付申込の振込用紙を同封。
の輪を拡げるためにも、イベントへの参加を増 ◆講座検討委員会
・春講座（三月十九日開催予定）の内容について、
やして行けたらと思います。皆様のご協力と
終活講座の講師予定者と協議を行った。
ご理解をお
願いします。 ◆ほかふれ幹事会
・ほかふれ当日のまとめと十二月八日（サンデッ
キ相模大野で開催予定）の準備について、次回
（十一月十五日）検討する。
二．審議事項
・ＨＣ運転ボラの定年制導入を決定した。
二千十九年四月より実施予定。
・定款変更認証申請（理事、役員の任期明確化）
について、市指導に基づく修正内容を承認した。
三．その他
・各委員会と事務部門の業務分担について再確認
を行った。
・ 黄色いレ シート キャンペ ーン（十 二月十 一日）
の参加者三名を決定した
今月の『ほっこり な ぼらんてぃあ』は

町田
相模原ボランティア協会の資金集めの一手段
として、毎年桜まつりのバザー、模擬店、ほか
ほかふれあいフェスタのコーヒー喫茶室（ほか
ふれに協力している方のための休憩が主目的）
、
東林ふくしまつりの模擬店等に参加。多くの皆
様からご協力を頂き運営資金の一部に充当でき
ることを感謝申し上げます。
今年度の桜まつりのバザーは皆様からの貴重
な品物のご提供による売り上げと、組紐、玉こ
んにゃく、のり巻、だんご販売の模擬店で予定
の品物を完売。十月二十日のほかふれ喫茶室で
は昨年同様の売り上げを、十月二十七日の東林
ふくしまつりでも予定していた販売品を完売で
きました。
先日の東林ふくしまつりは、雨の予報もあり、
お団子、のり巻の仕入れ数を少し減らし当日を
迎えたのですが、早朝はかなりの雨。雨の場合
は出店をしないと運営事務局に申告していたの
ですが、仕入れ先にキャンセルを申し出たとこ
ろ、昨日の確認でキャンセルは不可。何とか頑
張ろうと連絡しあい準備に入りました。テント
張の段階から青空が現れ、好天に恵まれるふく
しまつりとなりました。
前日、町田が勤めている作業所から軽トラを
、緑区の
お借りし（ガソリン代も作業所の提供）
鳥屋にある㈱イノウエ様で組み紐体験機をお借
りしてきました。組紐機の借用は五回目です。
十時販売開始の合図で篠島さん、寺田啓子さ
ん、田中孝子さん、石関さんの気持ちの良い呼
び込みで、特に、シャンソンやコーラスで鍛え
た篠島さんの良く透る声での呼び込みは言葉も
面白く大爆笑。両隣の売り子さんも真似てはみ
お詫び
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時

間

内

容

3(月)

14 時

傾聴委員会

5(水)

13 時半
16 時

定例理事会
総合企画委員会

15(土)

10 時
13 時

黄色いレシート
キャンペーン
HC 委員会
事務局委員会

17(月)

13 時

ぼら通印刷

10(月)
11(火)

ほっとさーくる相模原（ハンドベル演奏）

バオバブ クリスマス
ロビーコンサート
日 時：十二月十九日 水( )
正午～午後一時
場 所：あじさい会館一階ロビー
内 容：

第２けやき音楽隊（合唱）

「感動製造幼稚園」
～毎日が感動と発見、笑顔があふれる幼稚園～

Ｎｏｚ（お客さんと一緒に音楽を楽しもう）
定 員：５０名、申込不要、直接会場へ
問合せ先
ハンドメイドショップ バオバブ
あじさい会館一階
電 話 ０４２・７５７・６７７２

視覚障がい者の理解と誘導入門講座

主催：相模原誘導グループ

日 時：平成三十一年一月二十七日 日( )
午後一時半～四時半
場 所：相模原市民ギャラリー会議室
（ＪＲ相模原駅セレオ相模原四階）
対 象： 関心のある方どなたでも
内 容：
視覚障がい者への接し方と誘導の基本
費 用： 二〇〇円（保険及び資料代）
申込方法： 電話、ＦＡＸ又はメール
氏名と連絡先をおしらせ下さい
申込期限： 先着三〇名になり次第締切り
申込先：
shiga-k223psn@docomo.ne.jp
電 話 ：０８０・５４１３・６９０９
（工藤・問合せ可）
ＦＡＸ：０４２・７４９・７８３０
（肥田）
ささの会

18(火) 13 時
ぼら通発送
事務局年末年始の休み
１２月２９日（土）～１月３日（木）

イベント 情 報

日

障がい平等研修ＤＥＴ 市(民向け 開)催！
～みんなが暮らしたくなる相模原に
していくために今、できる事～
日 時：十二月二日 日( )
十三時十五分 開(場 ～)十六時半 終(了 )
場 所：ボーノ相模大野サウスモール
三階ユニコムプラザ第一会議室
内 容： 障がい平等研修は、世界各国で
行われている研修で、障がい当事者が
ファシリテーターとなり、地域の中に
ある障がいや困難な事に対して市民に
何ができるかをグループワークで解決
していく研修です。日本でもここ数年
で浸透してきており、行政が開催する
ケースも増えてきています。
定 員： ３０名（先着順）
問合せ先： 安西佑太
電 話 ０８０・１２７１・１９９８
Ｅメール
chimpam55@gmail.com

ボランティア協会 12 月の予定

相模原市で活躍する会社紹介

私たちは子ども達の未来を創っています。相模ひ
まわり幼稚園は豊かな感性とたくましい心身を育む、
地域の子育てをサポートする幼児教育センターです。
〝子どもは大人の背中を見て育つ〞――。そうした
考えのもと、職員の人間力の向上に力を尽くしてい
る。規律のある行動、笑顔での応対は、園児にとっ
ていつでも良い見本に！「梅干し作り」「祖父母交
流会」「卒園児キャンプ」その他工夫を凝らしたイ
ベントが多いのも、それだけ熱心な先生が多い証拠。
「人生の一番大事な『今』をひまわりで一緒に育
みましょう」。私どもは、おかげ様をもちまして相
川井 赳彦さん
模原市で創立し、今年で５３年目を迎えます。私ど
もは、至宝の子どもたちが社会人になった時、お互いを尊重し、社会に「公」
に貢献出来る自立した人間に育つことを願っています。「公」とは、我以
外の事です。そのために態度教育（挨拶、返事、立腰、履物を揃える、食
育）を教育の柱とし、遊びをはじめ、子どもたちの興味にあった身近な体
験を大事にしています。詰め込み教育ではなく、生きる力を獲得するため
の環境を整え、将来見事に咲くであろう大輪のひまわりの花を楽しみにし
て、種をまき、水を与え、大切な根っこを育てています。加えて、生涯絶
対必要な笑顔、優しさ、挑戦する勇気を私ども相模ひまわり幼稚園の教育
理念として伝えております。
理事長・園長からは、『先生とは、子どもの未来を創る仕事。だから、
世の中で一番尊い職業なのですよ』と日々言われております。その言葉を
心に刻み一人ひとりが期待に胸を膨らませながら共に成長しております。

―５―

学校法人 至誠学園
相模ひまわり幼稚園
かわい

たけびこ

主事 川井 赳彦さん(３５)
（公社）相模原青年会議所
東京五輪準備委員会 委員長
住所：〒252-0333
相模原市南区東大沼 2-7-6
電話 042-744-0220
E-mail：Info＠s-himawari.jp
HP
事業内容
・幼児教育
・子育て支援
・預かり保育（7:30～19:00）
・2 歳児教室（週１～週５コース選択）
・親子教室（月１回）
・学童保育（小１～小 5）
・赤ちゃん教室

2018.11.20

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！
わたる福祉体験講座「ヤングボランティアスクー

ます。そして第４弾として、夏休み中の六日間に

の共催事業のため、地域活動や環境、国際交流

アセンターの連絡組織）と青少年学習センター

ンター・国際交流ラウンジ・市社協ボランティ

す。今年も五十一団体の協力により、六十八名

ル」
（市内在住在学高校生対象）が実施されていま
地区社協を中心とする福祉啓発の取り組みはこ

の中高生が様々な市民活動を体験しました。

会、地区社協、民生委員・児童委員の皆さまがそ
と市社協も、多くの方々のご協力を得て、
「みん

の時期に基盤が形づくられ、現在まで様々な形で

また、こうした場面で講師として活動される

コースなども選択出来ることが大きな特徴で

なで支え合い 地域の力が育む 人にやさしいま

継承されています。地区ごとに開催される「福祉

障がいのある方々に向けての「講師研修会」や、

す。

ち さがみはら」を共通のスローガンとして、地

まつり」などは、参加体験型のプログラムが用意

学校で人権福祉教育を担当する教職員を対象

れぞれの地区で福祉活動に取り組んでいます。市

域福祉の推進に取り組んでいます。

され、毎年多世代の多くの方々が福祉に触れる機

とした会議でのプログラム説明などにも取り

今号では多くのボランティアや福祉施設、団体
会となっています。

等の協力のもとに進められている『福祉教育』事

生、高校生等の学生を対象としたものと、ボラン

催しています。初心者向けとして、活動の基礎

一般向けには「ボランティアセミナー」を開

組んでいます。

市社協の福祉教育の取り組みは、昭和五十九年

ティアセミナーなど一般市民の参加を目的とした

と活動例、車いす操作の基礎の体験などを通し

業について触れたいと思います。

に始まりました。
「わかりにくい」と言われる福

ものとに分かれています。

市社協の現在の福祉教育の取り組みは小中学

祉を「わかりやすい」に変えて、
「多くの市民に

動ヒント集」がまとめられました。第２弾は「福

開かれ、学校・地域での取り組みとして「福祉活

まず第１弾として「福祉啓発教育研究会議」が

きながら「共に生きる」ことの理解を進めていく

を講師として迎え、様々な体験等をお話しいただ

の学校から依頼を受けています。障がいのある方

環として開催されることが多く、毎年八〇校前後

を開催していますが、これは小中学校の授業の一

や情報提供を行っています。皆様の地区、団体

応じて、職員の得意分野を生かしたプログラム

からの依頼には個別対応しており、オーダーに

した。また、地区社協やボランティアグループ

昨年は二十三回、延べ二百四十二名が参加しま

ます。三区ボラセンがそれぞれ開催しており、

小中学生に向けては「みんないいひと体験講座」 て、「いるかバンク」への登録をお勧めしてい

祉啓発教育モデル地区」として大野北、上溝地区

ことをプログラムの中心に据え、支えるボランテ

等でもご要望をお寄せいただければ、できる限

関心を持ってもらい、参加してもらえるよう」福

が指定され、地区広報紙の発行や福祉講演会、講

ィアグループの方々の指導で、実際の接し方など

り対応いたしますので是非一度ご相談くださ

祉啓発教育として取り組みを始めたものです。

座、映画会などが始まりました。こうした活動か

を体験するものです。昨年は延べ九〇〇〇名を超
また、中高生に向けては「ボランティアチャレ

これからも様々な活動を通して参加型福祉

ら世代間交流や障がいのある方との交流会など

ンジスクール」を開催しています。夏休み中に福

を広めていきたいと思います。皆様のご協力を

い。

運が生じています。こうした動きを支援するため

祉活動をはじめとした様々な市民活動を経験し、

よろしくお願いします。

える児童、生徒が受講しています。

の資材として、秋竜山 あ(きりゅうざん 先)生の福
祉マンガ「みんないいひと」や、障がいのある方

将来の社会参加に生かしてもらうことを目的とし

が始まり、
「共に生きる」ことの理解を進める機

の生活環境を考える福祉ビデオ「もう一つの街か

ています。相模ボラディア（市民活動サポートセ

市社協 田所

ど」の作成が第３弾としての取り組みとなってい

―６－

（その８）
市 社 協 事 業 紹 介

ぼらんてぃあ通 信
№ 444

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。
赤秋の会（配食サービス）
が表彰されました

十七名（男性５名）になっています。
私は平成十二年二月二十二日に入会し、当日
は助手として中沢方面三軒へ赴いています。
平成十三年十月のもみじまつりに始めて参
加し（男性十名・女性十名）餅つきをして、大
好評を受けました。もみじまつりでの餅つきは
平成十四年から十五年にかけて、一週間四食

最初でした。

第四十九回 相模原市社会福祉大会（市民み

の配食サービスとなりました。昼食が月・火・

勝部 幸三

んないいひとの日）が平成三十年十月二十七日

木曜日で金曜日が夕食となっています。
平成二十年五月六日の金曜日から川尻小学

（土）あじさい会館ホールで開催され、表彰の
部で赤秋の会（配食サービス）が特別表彰を受

かれ三年間、六年生終了まで、休まず頑張りま

校の四年生四名が学校修了後に参加、二名に分

配食サービス（赤秋の会は平成十四年より命

した。高齢者の皆さんに大変喜ばれました。今

「ボランティア協会役員の改選について」

役員選出の時期がやってまいりました。

あなたの企画力をボランティア協会の事業に、是非活

かして下さい。

理事の立候補受付は十一月二十六日（月）より始まり
ます。

立候補の手続きについては、事務局にてご案内をして

います。分からないときにはご相談ください。

＊候補者としての資格

ボランティア協会員であること。ただし、立候補の時

点で入会、会員となった場合も有効。

推薦人は三人以上必要で、
推薦人もボラ協の会員であ
ること。

＊立候補届出の手続き

「立候補者届出書」は事務局にて用意しています。

＊立候補届出期間

十一月二十六日 月( ～)十二月十七日 月( （)平日）
事務局開局中（十時～十五時）に提出または郵送で。

【選挙の日程】

＊投票用紙の送付

選出対象の立候補者の情報を添えて、一月のぼらんて

＊投票期間

＊選出すべき役員の数

三月

二月一日～二十八日

七人

ぃあ通信に同封。

＊開票

五月

会）

＊総会で報告・承認

管
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けました。
名）は昭和六十三年三月よりたんぽぽクラブの

は大学生です。
が二十五食・火曜日が六十食・木曜日が四十五

平成十四年から平成二十四年までは月曜日

人達が調理したお弁当を高齢者等へ配達及び
見守り訪問し、代金を頂き健康状態などを社協
担当者に報告。

会員も月が十三名・火が二十一名・木が十八

食・金曜日が三十食の配食サービスでした。

では毎週火曜日の昼食の配達活動でした。昭和

名・金が十三名で、それぞれ曜日により重複し

配食サービスはスタートより平成十四年ま
六十三年当初は会員九名で二十五食を配達し

ていました。全曜日の参加は私を含めて三名で
した。

ていました。
平成五年頃は徐々に配達先も増し五十食に

日におせち料理をたんぽぽクラブの人達と作

平成二十二年より現在も毎年十二月二十九
製して独居高齢者に二十食をプレゼントして

達し、会員も十三名
（男性３名）になり

います。

ました。
平成十年頃には、
配食 サービス は六
十食となり会員も

ボランティア協会の理事になって活躍しませんか！

ぼらんてぃあ通 信

2018. 11. 20

ボラン ティ アさ ん募 集 ！
書道のお手伝い
内 容

書道活動参加者さんの補助・半紙の取替え・墨汁の補充など
※指導ではありませんが、経験のある人歓迎します

日 時

月２回（月・木）の１３：４５から１時間程度

場 所

千代田デイサービスセンター（中央区千代田２－４－１）

持ち物

特にありません。施設で用意します。

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
相模原市社協 中央ボランティアセンター： 電話 ０４２（７８６）６１８１

遊びつかれたな～！ 》

ほかほかふれあいフェスタ
障害者週間キャンペーン
会場

サンデッキ相模大野（相模大野駅北口）

時間

１２：００～１５：００

催し

車椅子ダンス・ヒップホップダンス

…ふう、

１２月８日(土)は

《 今月のイラスト

みんな来てね！

バンド演奏・よさこいソーラン・大道芸
楽しいイベントがいっぱいです！！

今後とも活動をご支援くださるご寄付をよろしくお願いいたします。

編集後記

今月より「ぼらんてぃあ通信」に前の月にご寄付いただいた方の
お名前を紹介させていただきます。※お名前は５０００円以上の
ご寄付で掲載を承諾いただい方のみになります。
＜１０月の寄付者ご芳名・５０音順＞
古矢野 榮 様

中央ボランティアグループ 様

その他５名の皆様からご寄付をいただきました。
＜１０月の寄付金＞
総額２９，２１０円でした。
ひ と

小さい頃母から、自分がしてほしいことを他人

にもしてあげなさい、と言われた。

（山）

今は加えて、押しつけにならない、独りよがり

にならないもつけ加えている。

ご寄付をありがとうございました。

皆様のご寄付は当協会の運営に有効かつ大切に使わせていただきます。
会 長

髙橋 功

ボラ協会員数 / 正会員 114 名 ・ 賛助会員（個人）3 名 （法人）1 団体 （11 月 15 日現在 ）
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