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はらっぱ 第38号
ボランティア情報誌

楽しく　無理せず　自分らしく

　1つのグループ、1個人ではできないことも、会員同士連携することで、今までとは違う活動が可能に
なります。力を合わせることで、住みやすい地域になる事を願いながら、V連は活動しています。
どなたでも加入できますので、お気軽にご連絡ください。

佐倉市ボランティア連絡協議会＝V連とは･･･
佐倉市内で、ボランティア活動を行っている団体と個人で構成されています。

特集：わたしたちのなかま紹介

勉強会・学習会の開催
４月「第4次佐倉市地域福祉活動計画について」
６月「災害発生！　私にできること」

バス研修会
10月 そなエリア
（防災体験）
＆羽田空港見学

収集活動
毎月第３月曜日 10時～12時（８月を除く）
社会福祉センター地下研修室
使用済み切手・プリペイドカードなどの収集整理
をしています。売却代で、車いす等を購入し佐倉
市社会福祉協議会へ寄贈しています。

交流
◆ 9月 会員の活動紹介
◆ 他市ボランティア連絡協議会との交流
　・7月 千葉市　 ・9月 東京都羽村市
◆ 会報「V連協だより」の発行
　・5月 44号　・9月 45号　　　　　　
◆ 2/11  第30回ボランティアのつどい

使用済み切手収集箱（写真参照）
◆設置場所◆
志津郵便局、臼井郵便局
ユーカリが丘郵便局
佐倉市商工会議所
西部・南部地域福祉センター
佐倉市社会福祉協議会

V連の活動紹介（20 1 1年度）

佐倉市障がい者団体等連絡会との
地域交流会のお知らせ

日時：２０１２年３月１７日（土）
場所：志津コミュニティセンター

詳しくは、ホームページでご確認ください。

アドレス：http://www.sakuravren.com/
登録団体・個人ボランティアの紹介ほか
メールアドレス：info@sakuravren.com
                              sakura_vren@yahoo.co.jp
            

ホームページ開設！

あなたが輝く場所を見つけませんか？あなたが輝く場所を見つけませんか？
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佐倉印旛沼ネットワーカーの会
印旛沼の環境浄化と再生を目指しています
活動日：クリーン活動年6～7回、チューリップの 植栽
支援、外来種生物の植生調査、見学会・観察会年4回他

佐倉市の防災を考える会
地震災害に備えて自助、共助、減災の啓発活動
活動日：原則奇数月、第4土曜日の例会と防災講座、
防災訓練など要請に応じて随時

櫻太鼓
和太鼓演奏で施設訪問、地域の活性化、青少年の育成
活動日：基本練習水曜・木曜夜 日曜日午前 
施設訪問 祭りへの参加他

自然とのふれあい・わかちあいを大切にしています
活動日：年4回他

さくらネイチャーゲームの会

子ども会などのレクリエーションの手伝い
活動日：第2・第4金曜日

志津ジュニアリーダースクラブ
手話を通じ、聴覚障害者との交流、福祉への寄与
活動日：毎週木曜日

手話サークル「希望」

施設の訪問、地域交流の活動
活動日：毎週水曜日

手話ダンス虹

手話の勉強。聴覚障害者との交流。
暮らしやすい地域社会にしていくことを
目的とする
毎週金曜日　19時～20時40分　　

手話サークル　コアラの会

カナダの子育てに学ぶ すくすくの会
ノーバディズ・パーフェクトプログラムの実践
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明るい社会づくり佐倉
自らの生き方を正し、社会を明るくしようと志を
同じくするグループ　活動日：毎月１回(不定期)他

あしたの会
高齢者施設・障害者施設での手伝い、清掃
活動日：毎月第1水曜他、施設ごとに

井野西ボランティアグループ
井野西地区ひとり暮らしの高齢者へのサービス
活動日：第4月曜日　シルバーの集い(年3回)他

ガールスカウト千葉県第８４団
青少年育成、高齢者施設手伝い、環境美化、国際
協力募金　活動日：毎月2～3回(日曜)、キャンプ他

心のふれあいボランティア「ひびき」
老人介護施設において入居者の心に寄り添う傾聴
活動　活動日：施設ごとに曜日を決めて

NPO法人 Heart House
高齢者・障害者への訪問理容・美容 活動日：随時
URL: https://ssl.form-mailer.jp/fms/2923bdfa79540

草笛＆リーフル「ハッピー◦はっぱ」
草笛を通して、年令・障害を超えた交流、癒しの場
活動日：第3土プレイパーク、第4金リホープ、
第4週の1日ずつ3 か所、第2週1日の施設訪問

こぶしリーダースクラブ
子ども会を通じた青少年リーダー育成
活動日： 毎月1回

詳しくはV連ホームページをご覧ください　http://www.sakuravren.com/

グループ紹介グループ紹介な・か・ま
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ほっとくらぶ
八幡台にお住まいの方のためのボランティアグルー
プです　活動日：随時依頼に応じて

ボーイスカウト佐倉第４団
志津・ユーカリが丘地区で、子どもたちと野外活動
ほか　活動日：月2～3回（週末）

V・Gマーガレット
作品の販売による売上金で災害の支援や寄附活動
活動日：第1水曜他

精神障がい者に対する支援　活動日：たまりば「さく
らんぼ」開催  毎月第2、第4火曜日 10:00～14:30・
定例会 毎月第3月曜

ボランティア桜

障がいがあっても通常学級で共に育ち学ぼう
活動日：月1～2回（水・金/不定期）

まあるい会
根郷地区ひとり暮らしの高齢者へ配食サービス
活動日：第2火曜日（配食サービス）、試作検討日第1
火曜

むぎの会

中途失聴者、難聴者の耳代わりをしています
活動日：手話学習会（月２回）、手話サロン（月２回）、
行政挨拶まわりなどでの情報保障。（中央公民館他）

要約筆記サークル「あうん」

じゃがいもクラブ
特養での洗濯物たたみ、喫茶運営、入居者対象の
逆デイサービス 　活動日：第2・４木曜

使用済切手収集の会
使用済み切手、スタンプ類、プリペイドカードの整理
活動日：第3月曜日(第3月曜が休日の場合は、第2月
曜及び8月を除く)

手をつなぐ・さくら
誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
活動日：「わたしのたまり場」（写真参照：第1日曜・第3
水曜他

千代田地区一人暮らし等訪問、食事サービス
活動日：第3木曜日（8月を除く）

とまとの会

中志津１～7丁目の地域清掃
活動日：第3木曜日

中志津クリーンクラブ
「市民力を地域力に」街づくり活動、「もう一つのがっこう」
たつのこむら　活動日：子どもの自然遊び：第1・第3日曜、
幼児の外遊び：毎週金曜、印旛沼浄化：毎週土曜他

人づくり 街づくり　環境づくり

小学生の和太鼓演奏、施設や地域の行事に参加
活動日：毎週土曜日（練習日）

ひの木太鼓
佐倉地区ひとり暮らし高齢者への配食サービス・友
愛訪問、年1回交流会　活動日：第1金曜（8月を除く）

ふきのとう

問い合わせ先：
（福）佐倉市社会福祉協議会
「佐倉市ボランティアセンター」内　

＜佐倉市ボランティア連絡協議会＞
〒285-0013 佐倉市海隣寺町８７
　電話：０４３－４８４－６１９８
　FAX：０４３－４８６－２５１８
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　第2回運営委員会（9/16）に引き続き行われ

た交流会では、グループの皆さんにまざって、

個人ボランティアの方も発表しました。その中

から3名の方をご紹介いたします。

　現在の活動は趣味を活か

して愛光にて茶道、華道サー

クル、他のグループホームで

生け花と日本文化の素晴し

さを皆さんと味わって居りま

す。又一人暮らしの高齢者さ

んとは月２回のお話訪問（1

回60分）をしています。ボランティアは共に楽

しみながら続ける事が大切と思います。

な・か・ま 個人ボランティア紹介個人ボランティア紹介
　馬渡という古村で個人ボランティア

をしています。今年度は、地区長に専念

してやっています。来年度以降はボラ

ンティアに力を入れていこうと思って

います。

　勇気ある方は挑戦してみて下さい。

　いろいろなボランティアをしています。

午前中は、一人暮らしのお年寄りの昼食

を作るお手伝いをしてきました。

　待っている人がいるから活動できる。

どんな些細なことでも頑張っていきたい

と思います！

みなさんよろしくお願いします。

個人ボランティア登録者（％）　　　　　　　　　　　
男性　29.7％・女性　70.3％

年　代　別

（佐倉市ボランティアセンター登録）

個人ボランティアのつどい

　ボランティアセンター主催「個人ボランティアのつどい」が

9月5日（月）ミレニアムセンターにておこなわれました。

ボランティアを始めたきっかけや、ボランティアに対する思

いをひとり一人発表し、喜んでいただけたこと、困っているこ

となど意見交換しました。終了後、個々に熱い思いを語る姿

が印象に残りました。

☆ 高齢者・障がい者施設での活動

　草取り、話し相手・傾聴、生け花の手伝

い、洗濯物たたみ、缶たたみ、歌での訪

問、バザーの手作り品、お茶だし、整容、散

歩の同行、踊りでの訪問、短歌の指導、

ドックセラピー

☆ 病院での活動

　図書、院内の案内、清掃（草取り）

☆ 地域での活動

　サロン・文庫手伝い、スクールガード、

清掃・草取り

☆ その他

　個人宅での話し相手・傾聴、障がい児の

送迎、保育園の送迎、エコキャップ収集、

視覚障がい者支援（話し相手・散歩見守り

など）、佐倉市ボランティアセンターからの

依頼に応じての活動

個人ボランティアの主な活動内容

佐倉印旛沼ネットワーカーの会：塩田倬雄

ボーイスカウト佐倉第４団：稲越良枝

手話ダンス虹：長谷山澄子・山崎ヤエ子・大野美紀子・安田けい

個人ボランティア：髙橋正彦・能代裕・稲村多恵子

編集委員

編集後記
日頃ボランティア活動に忙しいV連会員も編集作業に加わり、ベ
テラン委員のご指導をいただきながら、市民の皆さんにいつでも
気楽に読んでいただけるように、見やすく、分かり易くをモットー
に本号を作成しました。この情報紙がボランティアと市民の皆さ
んとのはらっぱとなり、架け橋になってほしいと願っています。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩田倬雄

交流会　活動発表　

20代

4%

30代

8%

40代

11%

50代

19%

60代

41%

70代以上

17%

稲田ひとみさん稲田ひとみさん

髙橋正彦さん髙橋正彦さん

牛玖昌弘さん牛玖昌弘さん
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佐倉市ボランティア連絡協議会ホームページ　http://www.sakuravren.com/
E-mail    info@sakuravren.com

後援 ： 佐倉市　佐倉市教育委員会
協力 ： 志津地区社会福祉協議会　ユーカリが丘地区社会福祉協議会　志津南部地域包括支援センター
　　　千葉県視覚障害者センター　順天堂大学スポーツ健康科学部

東北大震災被災地で活動している
ボランティアの話を聞いてみよう。

ステージでは、日頃の活動を発表します。
各ブースでは、ミニバザーやお話で紹介します。
どんな活動をしているのか、直接お話しましょう。

もう一度身の回りのことを考えてみよう。

伝える手段っていろいろあるんだ！
要約筆記体験、手話体験、

コミュニケーションボードの紹介

高齢者疑似体験コーナー
アイマスク体験コーナー

軽食コーナー　抽選会　餅つき　など

ミニバザーでふれあい

はじめの一歩体験談

防災・減災のお話

聞いてみよう！見てみよう！

いろいろ体験してみよう！

お楽しみ
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