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ボランティア

【クロマツの植林＆災害を学ぶ
ボランティア活動参加者募集】

デビュー

しませんか？
オススメの講座をご紹介。あたらしい自分見つけよう！
【災害ボランティア講座】
災害時のための備えやボランティアについて学ぶ講座です
【日時】 11 月 28 日（金） 午後２時～４時 15 分
【場所】 佐野市総合福祉センター
【内容】 「災害、その時に備えて、私たちができること」
<講義>佐野市の防災・地域や家庭で災害に備えるには
（佐野市行政管理部危機管理課）
<事例報告>
・災害ボランティアセンターの活動について～益子町での取り組み～
（益子町災害ボランティアセンター）
・東日本大震災被災地での活動レポート
（佐野市社会福祉協議会）
【対象】 市内在住・在学または在勤の方
【定員】 60 人 【参加費】無料

ボランティア
活動団体
紹 介

栄養も味も満点！美味しいお弁当作ろう～！
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バスで行く、被災地でのボランティア活動と防災減災
学習です。
【日時】 11 月 8 日（土）
集合 午前 6 時 20 分 解散 午後７時
【行先】 福島県いわき市
【集合・解散場所】 佐野市総合福祉センター
【対象】 市内に在住または通学・通勤する高校生以
上の方
【定員】 35 人
【参加費】無料（ボランティア活動保険料は自己負担）
【事前説明会】 １１月１日（土）１０時～
佐野市総合福祉センター
【参加要件】事前説明会（１１月１日）
を含めた２日間参加できること。

【シニアボランティア講座】
市内にお住まいの 50 歳以上の方を対象に、シニアライフ
に役立つ講演と、絵手紙作成を体験する全 4 回の講座です。
期日

場所・時間

内 容
講演：「いきいきとしたシニア
佐野市
ライフを過ごすために」
11/11（火） 総合福祉
講師：佐野短期大学
センター
教授 和田 晴美さん
11/18（火）
「絵手紙を描く」①
10 時～
11/25（火）
「絵手紙を描く」②
正午
12/ 2（火）
「絵手紙を描く」③
【定員】 20 人 【参加費】無料

～葛生ボランティア連絡協議会～
会 長

津布久 トシ子 さん

葛生ボランティア連絡協議会の主な活動は、ひとり暮らし高齢
者等見守り事業です。現在３６９人の会員がおり、お弁当を作る
給食ボランティアと、利用者のお宅へ届ける配食ボランティアを
行っています。お弁当を受け取った時の「ありがとう。美味しい
よ。
」の満面の笑みが励みとなり、
「もっと美味しいものを届けた
い。もっと喜んでもらおう。」と思いながらお弁当を作り届けて
います。地域のみんなで支えあい、
ありがとね～！
笑顔あふれる住みよいまちづくりを 美味しいよ～！
モットーに、これからも美味しいお
弁当を届けていきたいと思います。

2014
September

さの社協ボランティアＮＥＷＳ

9

ボランティア募集情報

Vol.7

ボランティア活動がはじめての方のご相談にも応じ、活動をはじめるまでのお
手伝いをします。詳しくは電話または窓口までお越しください。

●とちのみ学園（佐野市小中町 1280）
内容：施設利用者の作業支援、余暇活動の支援など
日時：応相談

●石塚デイサービスセンター（佐野市石塚町 862）
内容：施設利用者のお世話・話し相手など
日時：火曜日以外の各曜日 9：45～11：45

●とちのみ学園こども通所支援事業所おおぞら（佐野市小中町 1280）
内容：利用者の活動支援など
日時：応相談

●まごの手「ふれあいハウスたんとんとん」（佐野市新吉水町 375）
内容：施設利用者の話し相手・お茶出し・片付けなど
日時：毎週水・金曜日 10：00～16：00

●スペシャルオリンピックス日本・栃木 陸上佐野（佐野市運動公園・栃本公園）
内容：知的障がいのある方と陸上競技を楽しむ
日時：日曜日 13：30～15：30

●遠原の里デイサービスセンター（佐野市閑馬町 515-3）
内容：利用者との交流、掃除、送迎・入浴補助など
日時：応相談

●おもちゃ図書館（佐野市大橋町 3212-27 総合福祉センター）
内容：心身障がい児との交流
日時：毎月第 2・４土曜日 13：30～16：00

●特別養護老人ホーム唐沢静山荘（佐野市奈良渕町 701-2）
内容：利用者の話し相手、裁縫、掃除など
日時：応相談

【要約筆記講習会】

【ウィークエンドボランティア NEW 門講座】

聴覚障がいのある方のために、話の内容をその場で文
字にして伝える要約筆記の基礎を短期間で学ぶことの出
来る講座です。
【期 間】10 月 29 日～11 月 12 日
1 毎週水曜日（全 3 回）
【時 間】午後 7 時～9 時
【場 所】佐野市総合福祉センター

佐野市社会福祉協議会で貸出しを行っている、福祉用
具とイベント用具の使い方をみんなで楽しく学びます。
どなたでもご参加いただけます。ボランティアにつな
がるきっかけづくりに、受講してみませんか。

【点訳奉仕員養成講座】
初歩的なパソコン点訳体験や視覚障がいの方との交流をと
おし、ボランティアにつながる点字学習を深める講座です。
【期 間】平成 26 年 10 月 20 日～
平成 27 年 3 月 2 日
毎週月曜日（全 15 回）
【時 間】午前 10 時～正午
【場
【対

【日
【場
【内

【定

時】 11 月 29 日（土） 午後 1 時 30 分～４時
所】 佐野市総合福祉センター
容】 車イスごと乗車可能な福祉車輌、イベント
に活躍するポップコーン機などを実際に使
いながら、取扱い方を学びます。
員】 20 人

【参加費】

無料

各講座は
佐野本所へ
お申込み
ください

所】佐野市総合福祉センター
象】点訳の初歩的な技術を有する方

活動の申込み・問合せ
ボランティア活動保険
ボランティア活動をはじめる前には、活動中の事故によるケ
ガや損害賠償責任を補償する、ボランティア活動保険に加入し
てください。

年間保険料
基本タイプ

A：300 円

B：450 円

天災タイプ

A：460 円

B：690 円

＊天災タイプは、基本タイプの補償に加え、
地震・噴火・津波によるケガも補償します。
手話講習会のようす
＊詳細は、佐野社協までお問合せください。 被災地でのボランティア活動

佐野市社会福祉協議会
☆佐野本所 総務福祉課 地域福祉推進係
TEL 0283-22-8136 FAX 0283-22-8199
〒327-0003 佐野市大橋町 3212-27 佐野市総合福祉センター内

☆田沼支所

地域支援係

手話講習会のようす

TEL 0283-61-1139 FAX 0283-62-5695
〒327-0323 佐野市戸奈良町 1-1 田沼中央公民館内

☆葛生支所

地域支援係

TEL 0283-86-2940 FAX 0283-86-2941
〒327-0525 佐野市あくと町 3084 葛生あくと保健センター内

開館時間 月曜日～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時
休館日 土・日・祝日、年末年始

