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「傾聴ボランティア」とは、相手の気持ちになり心
の声を「聴く」ことで、相手の方の気持ちを和らげ
支えることのできる、ボランティア活動です。
佐野社協に「傾聴ボランティア」として登録して
いるボランティアさんは、市内 4 か所のデイサービ
スにて活躍中です。
このほか、活動の中で感じたことや学んだことを
ボランティアさん同士で話しあうなど、よりよい活
動のために情報交換の場なども持たれています。

「あなたが来るのを待っていました」と言
われ、うれしかった。ボランティアの必要
性を感じます。
（傾聴ボランティア A さん）

人の話を聞くことは思ったより難しいけれど、
話の最後に「聞いてくれてありがとう」を言わ
れた時はうれしかったです。
（傾聴ボランティア B さん）

ボランティア募集情報

●●●

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 とちのみ祭り（佐野市小中町 1280）
内容：お祭りの模擬店のお手伝い、利用者の介助など
日時：６月 21 日（土）9:00～14:00
募集人数：若干名
昼食：施設にて準備
申込み締切：6 月 9 日（月）
施設で行われるお祭りでのボランティアです。模擬
店のお手伝いなどを通し、障がいのある方との交流
を深めてみませんか。
●とちのみ学園・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：施設利用者の作業支援、余暇活動の支援など
日時：応相談
●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
●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

傾聴をはじめたころは自分も不安だ
ったけれど、次第に慣れてきた。相手
の方もそうだったようです。
（傾聴ボランティア C さん）

＊傾聴ボランティアに興味のある方を対象とした講
座もあります。詳しくは裏面をご覧ください。

●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
●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
●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
●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

使用済の古切手・プリペイドカード
収集ボランティア
佐野市社会福祉協議会で受付けた使用済みの古切
手・プリペイドカードは、NPO 法人「誕生日ありがと
う運動本部」へ送付し、古切手しおりの作成など、国
内の知的障がい者の福祉活動に役立てられます。
・切手は、まわりに 1ｃｍ程度の余白を残し切り離してく
ださい。
・プリペイドカードとは、テレホンカードやギフトカード
などのことです。（写真や絵があるもの）
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今年度、社協が開催するボランティアに関する各種講
座やプログラムを紹介します。
詳細や申込方法などは、随時「さの社協だより」や
「ホームページ http://www.sanoshakyo.or.jp/」
「広報さの」などでお知らせしていきます。皆さまの参
加をお待ちしております。
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講座名

内容

開催予定

ボランティア NEW 門講座

体験や活動紹介などを通し、ボランティアについて楽しく学べる講座です。

秋頃予定

講座名

内容

開催予定

高校生ボランティア
スクール

ふれあい探検隊
日帰りコース・宿泊コース
傾聴ボランティア
養成講座

市内福祉施設での体験学習などを通し、福祉やボランティアについて学ぶ、
8 月 4 日～12 日
高校生を対象とした講座です。
高齢者の方との交流や障がいについての体験学習を通し、福祉について楽し
8月
く学ぶ中学生向けの夏休み「福祉体験講座」です。
心身に障がいのある仲間やその家族と学生などが、レクリエーションなどを
日帰り 8 月 6 日
通して交流することを目的に実施する事業です。
宿泊 8 月 21 日～22 日
「傾聴」とは、相手の気持ちになり心の声を「聴く」ことです。
9 月 24 日・10 月 8 日
ボランティア活動につながる「傾聴」のポイントについて学ぶ講座です。
・10 月 15 日

シニアボランティア講座

これまで培った知識や経験を活かし、ボランティアについて学ぶ講座です。

中学生夏休みふくし塾

11 月

要約筆記講習会（後期コース） 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学ぶ講座です。

11 月

認知症サポーター
養成講座

12 月

福祉教育講演会
災害ボランティア講座

ボランティア活動に必要な認知症の方に対する正しい理解とコミュニケー
ションの取り方などを学習できる講座です。
福祉教育に携わる方や興味のある方を対象とした、福祉教育についての講演
会です。
災害について学び、生活の中でいざという時に備えていくための講座です。

冬頃予定

内容

開催予定

入門コースを修了した方や、同程度に手話ができる方を対象とした、日常
会話などを学ぶ講座です。
点訳について勉強したことのある方が、障がい者との交流やさらに学びを
深めることのできる講座です。
傾聴ボランティア活動の実践者を対象に、より実践的な技術の習得や情報
交換などを通して、傾聴ボランティア活動の充実を図るための講座です。

10 月 2 日～3 月 5 日
毎週木曜日
10 月 20 日～3 月 2 日
毎週月曜日

講座名
手話講習会
（基礎コース）
点字講習会
（実践コース）
傾聴ボランティア
スキルアップ講座

ボランティア活動をはじめる前には、活動
中のさまざまな事故によるケガや損害賠償
責任を補償する、ボランティア保険に加入
しましょう。

基本タイプ
天災タイプ

年間保険料
A：300 円
A：460 円

B：450 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。
＊詳細は、佐野社協までお問合せください。

平成 27 年 1 月

活動の申込み・問合せ

ボランティア活動保険 受付中！

う。

平成 27 年 1 月

補償期間
平成 26 年 4 月 1 日午
前 0 時から平成 27 年
3 月 31 日午後 12 時ま
で。中途加入の場合に
は加入申込手続き完
了日の翌日午前 0 時
から平成 27 年 3 月 31
日午後 12 時までとな
ります。

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
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

