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『やんぼらクラブ』も協力しています

24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティ募金
も く じ

８月27日（日）、ボランティア連絡協議会の皆
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さんと24時間テレビチャリティ募金の募金活動
を行いました。
「Ａコープおやべ」、「道の駅メルヘンおやべ」
の２会場で、買い物に来られた方や、立ち寄られ
た方に大きな声で募金への協力を呼びかけまし
た。ご協力いただいた方には、
「ありがとうござ
います。
」と感謝の言葉と笑顔をお返ししました。
『やんぼらクラブ』では、みんなが温かい気持
ちになれる活動をこれからも続けて行きたいと思
います。
（関連記事4ページ）

この広報誌は、共同募金でつくられています。

平成29年度

障害者理解促進研修・啓発事業

ふれあい体験教室を開催しました
８月１日（火）、市総合保健福祉センターにおいて、菓子工房メルヘンの皆さんを講師と
してお招きし、「ピザ作り体験」を行いました。まずは、自己紹介とオリエンテーションを
行い、いざピザ作りへ！手順やアドバイスを聞きながら、思い思いのピザを作りました。み
んなで食べる大きなピザは、菓子工房メルヘンの皆さんに生地を伸ばしていただき、手際の
良さに感動 ! ! 焼きたてのピザを囲んで、菓子工房メルヘンの方や新しくできたお友達と楽
しいひと時を過ごしました。
美味しそう♪
いっただきま〜す！

菓子工房メルヘンの
皆さんから材料を受け取り、
クッキングスタート!!

まずは、
生地を伸ばして・・・
奮闘中！

小矢部市災害ボランティアコーディネーター研修会
８月28日（月）
、市総合保健福祉センターにおいて、
小矢部市災害ボランティアコーディネーター研修会を
開催しました。講師に、認定特定非営利活動法人 日本
NPOセンター 特任理事 田尻 佳史氏をお招きし、
『災害
ボランティアセンターの機能と役割』と題してお話いた
だきました。社会福祉協議会より委嘱されている災害ボ
ランティアコーディネーターの方々や、地区社会福祉協
議会、福祉施設関係者など約60名の方が災害ボランティ
アセンターの意味や役割、そしてコーディネーターの機
能と役割について学びました。
【講師】 認定特定非営利活動法人
日本ＮＰＯセンター
特任理事 田尻 佳史 氏

また、いつ起こるかわからない災害
に対して、平常時から住民として、ま
たコーディネーターとして「人と人」
、
「人と地域」
、
「人と組織」といった顔
のつながり＝ネットワークが大切であ
ることを再確認しました。
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中学生・高校生のサマーボランティアスクール

活動報告

サマーボランティアスクールは、青少年期において、ボランティア体験など「具体的
な福祉活動」を経験することで、「おもいやり・やさしさ」の心をはぐくみ、次代にお
ける福祉マンパワーの醸成に資することを目的としています。
今年は、市内の中学校・高校に通う生徒延べ47名が、夏休み中のボランティア体験
を行いました。

① 7月30日（日）≪第13回 小矢部市障害者スポーツ大会≫
大会では、9チーム対抗でボール送り、玉入れ、フライ
ングディスクの競技が行われました。競技の運営補助に携
わりながら、参加者の皆さんと交流を深めていました。
【参加者の声】
● 様々な方の気持ちに寄り添うことの
大切さを学びました。
● 障がいのある方々の笑顔をたくさん
見られ、とても嬉しかった。

② 8月2日（水）≪こども園でのボランティア体験と交流≫
津沢こども園において、2〜4歳児のクラスに別れ、保育の
ボランティア体験をしました。事前学習で教えていただいた
「目線の高さを合わせて話すこと」を生かしながら、園児の皆
さんと楽しい時間を過ごしました。
【参加者の声】
● 目線を合わせること、１人１人の様子を見
て行動することの大切さを感じました。
● 子どもたちが、たくさん話しかけてくれ、
嬉しかった。
● 子どもたちが、笑顔になって嬉しかった。

お姉
ち
お兄 ゃん先生
ちゃ
、
ん
大人
気で 先生は
した
♪

③ 8月7日（月）≪福祉作業所あけぼの利用者との交流会≫
午前は、事前学習を行い、その後公式輪投げを通して交流を
深めました。お弁当を一緒に食べた後、福祉作業所あけぼの第
一、第二に移動し、第一では部品の組み立てやシール貼り、第
二では衣類の梱包や卵パックのシール貼り、空き缶潰しなどの
作業体験を行いました。
【参加者の声】
● 交流会や昼食を通して、コミュニケーショ
ンをとることができました。
● とても正確に作業をしていらっしゃって驚
いた。
● 皆さんがとても優しく、楽しかったです。

ご協力いただきました関係者の皆さま、ありがとうございました。
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やんぼらクラブ通信

会員
随
募集 時
中!!

〜「楽しくボランティア活動をしよう！」をモットーに活動中です 〜
◎交流会
７月１日（土）
、市総合保健福祉センターにて交
流会を開催しました。子育て支援センターで、子ど
もたちとふれあい、その後、今年度の活動計画を話
し合いました。今年も、いろいろな活動に楽しくチャ
レンジして行きます。

◎ふれあい体験教室
８月１日（火）、市総合保健福祉センターにて
開催された「ふれあい体験教室」に参加しました。
菓子工房メルヘンの皆さんに教えていただき、
ピザ作りに挑戦！低学年の子とも協力し、美味し
いピザができあがりました。

【入会申込み・問合せ】小矢部市ボランティアセンター

TEL ６７−８６１１

ボランティア連絡協議会だより
24時間テレビ「愛は地球を救う」
チャリティ募金
告白〜勇気を出して伝えよう〜
８月27日（日）、
「Ａコープおやべ」
、
「ピアゴ小
矢部店」、
「まつきや」、「道の駅メルヘンおやべ」の
市内４会場にて24時間テレビチャリティ募金を行
いました。
趣旨に賛同いただいた多くの皆さまの善意によ
り、 ３５５，７５５円

の募金が集まりました。

お寄せいただいた募金は、24時間テレビチャリ
ティ委員会へ送金され、福祉支援事業、環境保護、
自然災害被災地支援などのために活用されます。

★ご協力、ありがとうございました☆
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平成29年度

脳トレリーダー養成講座

閉講式

８月８日（火）、「平成29年度 脳トレリーダー養成講座」閉講式が
行われました。６月から全５回にわたる講義・実習を受講された21名
の方が修了証を受け取りました。修了者の方々は、「今回の講座で学ん
だことを生かして活動したい」と意欲満々です。今後、皆さんがお住ま

私
た

いの地区や地域などで脳トレーニングを行ってくださいます。

が
ち

ダーです!!
ー
リ
トレ
脳

認知症
予防
目指し
て
頑張り
ます

★ 広がれ

ケアネット活動 ★

ケアネット活動とは、支援が必要な方を、見守りや話し相手などの活動を通して、
「住みな
れた地域で、安心して暮らせる福祉のまちをめざして」地域住民みんなで支えていこうといっ
た取り組みです。市内18地区社会福祉協議会を中心に、活動しています。活動の一部は有料
となっています。

話し相手

外出支援

見守り・声かけ
ゴミ出し

買物支援

生活でお困りのことがありましたら、市社会福祉協議会までお問合せください。
【問合せ】小矢部市社会福祉協議会 TEL 67−8611
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地区社協紹介だより

正得地区社会福祉協議会を紹介します
正得地区社会福祉協議会では、公民館を活動拠点として地域の福祉・生活・環境の向上を目指し、
地区の各種団体と情報の共有・連携協力のうえ、安心・安全な地域づくりを大切に活動しております。

主 な 活 動 内 容
ふれあいいきいきサロン（年6回）
三世代交流会（年2回）
● 米寿、白寿、卒寿者のお祝い（訪問）
● 福祉懇談会
● 高齢者支援事業
● ケアネット活動
● 会員と役員の交流会
●

●

●

１人暮らし、在宅介護者支援（お弁当、洗剤プ
レゼント）

（この事業は赤い羽根共同募金の助成をうけています）

公民館祭共催（高齢者招待、活動記録展示）
サマーフェスティバル共催（ダーツ、輪投げ）
● 広報誌発行（年2回）
● 地区各種団体との情報共有連携協力
●
●

●会員と役員の交流会

●地区防災訓練

若宮古墳見学/『寸劇』おやべ木曽義仲研究会

要支援者の救出訓練

●三世代交流会

高山リスの森へ行って来たよ

軽スポーツで交流

●ふれあい
いきいきサロン

よりあいひろま

●高齢者慰問

お元気ですか？

保育園児とお餅つき
ぺったんこ

●防犯教室

詐欺にだまされんちゃ！
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生活上の困りごとはありませんか？

こんな時はご相談ください
コミュニケーションが苦手で、仕事が

長い間働いていないので、働きたいが

うまくいかない

働く自信がない

家賃や公共料金の支払いが

職にも就かず、外出もしない家族の

滞りがちになっている

今後が心配

生活の悩みや経済的な困りごとについて、社会福祉士などの相談員が一緒に、現在
の状況を整理し、相談者の思いを尊重しながら解決までのお手伝いをしていきます。
まずはご相談ください。
※小矢部市内に居住する方で生活保護を受けていない方が対象となります。秘密は厳
守いたします。
【問合せ】小矢部市社会福祉協議会
小矢部市鷲島15 TEL 67-8600
受付時間 9：00〜16：30
相談料 無料

（順不同・敬称略）

一〇、〇〇〇円
五、〇〇〇円

（平成二十九年六月十八日〜
平成二十九年八月十七日受付分）

善 意 の 窓

◇指定預託

《金員預託》
・拡大おしゃべり会
・中川 美也子

エコキャップ収集状況報告
小矢部市社会福祉協議会では、エコキャップ（ペット
ボトルキャップ）を収集しています。平成28年度は、
1,613㎏（16,130円）の寄付をすることができまし
た。今年も、引続き収集をおこなっていきますので、皆
さんのご協力をお願い致します。
福祉作業所あけぼの第一の皆さん

注意とお願い
・エコキャップは、軽く水
洗いしてください。
・集めているの
は、エコキャッ
プ（ペットボト
ルキャップ）の
みです。
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僕た
ちも、協力しています!!

平成29年度
日

場

時

所

渓明園祭

平成29年11月５日（日）
午前10時〜午後２時30分
社会福祉法人 渓明会
障害者支援施設 渓明園
小矢部市論田８番地
ＴＥＬ（0766）68−0363

皆さんお誘いあわせの上、
ぜひお越しください♪

平成29年度
◎日

◎場
◎内

時

所
容

◎受講料

音訳ボランティア養成講座
参加者募集！
！

第１回 10月21日（土）
第２回 11月４日（土）
第３回 11月18日（土）
第４回 11月25日（土）
第５回 12月２日（土）
第６回 12月９日（土）
いずれも、午前10時〜午前12時
市総合保健福祉センター 3階 視聴覚室
視覚障害者への理解、
音訳の基礎技術、
録音機の使い方 など
864円（テキスト代） あなたの
声で、
情報を
届けませ
んか？

※ 詳細につきましては、お問合せください。
【申込み・問合せ】
小矢部市社会福祉協議会
小矢部市ボランティアセンター
TEL（0766）67−8611

〜 催し物案内 〜
★舞台発表
・利用者発表
・林道美有紀歌謡ショー
・八乙女風神太鼓演奏
・蜷川乱舞桜よさこい
★手作りクッキー、パン等の販売
★模擬店（焼きそば他）
、食堂（うどん）
★喫茶コーナー、あそびコーナー
★フリーマーケット、お茶会等

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会
平成30年度採用 正規職員募集
小矢部市社会福祉協議会では、平成30年４月
１日採用予定の正規職員を募集します。
◆職種及び人員
介護職員 1名
（高卒以上で、介護福祉士資格取得者または取
得見込の方）
※ 昭和58年４月２日以降に生まれた方
◆申込み受付期間
平成29年９月14日（木）
〜平成29年10月16日（月）必着
※ 所定の申込書類をご提出ください。
◆試 験 日 平成29年10月29日（日）
◆試験会場 小矢部市総合保健福祉センター
（小矢部市鷲島15番地）
◆試験内容 作文、面接
※ 詳細につきましては、お問合せください。
【申込み・問合せ】
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会
総務地域課 TEL（0766）67−8611

最近、自分が被災したらどうなるのかをよく考え
ます。いろんなことを想定して、備蓄品の準備だけで
なく、
「○○がないときは○○で代用できる」等といった「生活の知恵」を
幅広く身につけておきたいものです。

つ ぶ や き

8

