吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター
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践成功事例を取り上げての講
義に引き込まれました︒グル
ープワークではボランティア
手帳のキャッチコピーを作り

しおりに
願いをこめて♡
NPO法人ありがとう運動

06−6339−1210 月〜金、１時〜４時

クラブ

廣瀬 弥生︶

︵シニア コミュニティ

なっているかも︒よろしく︒

い︒その時︑私は要援護者に

を若い方に会得してもらいた

のあり方︑訓練や支援の仕方

者に対する災害ボランティア

論︑社協との連携で︑要援護

大地震に備え︑自分の事は勿

近々にやって来るであろう

きました︒

にも前向きな熱意が伝わって

言う間に担当が決まり︑何事

賑やかな編集会議︑あっと

電話で、気軽にご相談ください。

大阪府市町村
Ｖ連絡会
テーマ別研修会
した︒使用済み切手が年代の

名で訪問しま

になりました︒十一月二十六
古い物や現在に至るまでの

本部へ︑総勢

﹁ボランティアに
言葉のチカラを⁝﹂
日︵火︶に行なわれる福祉大会

発表︒会場は笑顔の花で満開

大阪府市町村Ｖ連は︑

吹田市ボランティアセンター

後

りました︒

名

分間の講

らい︑学生の間に歓声が上が

者の藤原さんに触読をしても

をしていただき︑視覚障がい

3団体の協力のもと点字体験

義︑休憩のあと点訳グループ

に中谷副会長から

ました︒経営学部の学生

動を知ってもらう為に出かけ

七月十六日︵火︶︑Ｖ連の活

大和大学にて
福祉教育・点字体験

※Ｖはボランティアの略です︒

とを心より感謝しています︒

直接お会いして語り合えたこ

剣に応対していただきました︒

時間の許す限り︑私たちと真

時間がオーバーしましたが︑

参加しておられますよ︒

NPO法人等︑Ｖに進んで

況もありますが︑若い人も

ている中に入会しにくい状

Ａ．長くＶをして組織ができ

ます︒

してもらえないと悩んでい

Ｑ．若い人に︑なかなか入会

す︒

交渉するのも一つの方法で

の部屋の活用ができないか

Ａ．学校の空き教室︑下校後

か？

どうにかならないでしょう

ました︒

いただき︑歴史がよくわかり

ング切手など詳しく説明して

る消印・国際郵便グリーティ

光岡所長のユーモアあふれ

来映えに感激しました︒

手がこんなに！﹂と美しい出

した︒初参加の人も﹁あの切

リボンを選びしおりを作りま

らも︑好きな切手3枚と台紙︑

に挑戦！皆ワイワイ迷いなが

されていました︒しおり作り

色々の種類が︑机の上に山積

Ｑ．総合福祉会館に設置され
ている市の機材・点字プリ
ンターが壊れて使えなくな
り︑点訳3グループは活動
の不便を感じておりました
が︑直ぐに対応していただ

ボランティア相談

（火）

で紹介もあるようです︒

﹁OSAKAボランティア手
帳﹂のコラボ企画として研修
会を開催︒キャッチコピー研
修に関心のある方に声掛けを
し︑100名近く参加︒
講師は︑社会貢献広告会社
㈱ユナイテッド・トゥモロー
代表取締役の尾関栄二氏︒実

令和元年八月八日九時三十
分︑4階市長特別会議室に︑
後藤圭二市長を訪問しました︒
社会福祉協議会より広田事
務局長︑佐伯次長︑水田Ｖセ
ンター担当者に
同席していただ
き︑Ｖ連絡会井
本会長他8名が
Ｖ連・各団体グ
ループの活動を
紹介し︑各グル
ープの活動現状
も理解してもら
いました︒
市長は︑私た
ちの質問や要望
にもざっくばら
んに答えて下さ
いました︒以下
にその一部の内

きありがとうございました︒
パソコンの購入は難しいで

ボランティア依頼を希望する方、

ボランティア活動をはじめたい方、
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容を報告いたし
ます︒

すか？
Ａ．パソコンの購入はなかな
か難しいので︑家や会のを
使う方法もあります︒︵そ
の後︑市でパソコンの購入
対応しました︒︶
Ｑ．活動するのに部屋がない︑
道具の置き場所がないが︑

（吹田市立総合福祉会館２階）
マグネットを使っての説明

容：ボランティアを始めるにあたっての心構えにつ
いて、ボランティア活動の紹介など
時：令和2年3月9日（月）10時〜12時
所：総合福祉会館（出口町）
付：令和2年2月3日（月）〜
員：先着20人
参加費：無料
日
場
受
定

記
60
学生の点字を触読

◇ボランティア入門講座
内

集
40

16

（木）

場
受
定

編
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かわいい しおり 完成！
Ｖの気持ちを伝える

日

盛り上がった意見交換

◎お問い合わせ・申し込み
吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL 6339−1210/1254 FAX 6339−1202（土・日除く）
なごやかにスタート

◇第8回 子育て支援傾聴ボランティア養成講座
内

容：相手にゆっくり寄り添い、お話を聴いて気持ち
を受け止めるための 5回連続講座
時：令和2年2月7日（金）
・14日（金）
・21日（金）
・
28日（金）
、3月6日（金）10時10分〜12時
所：夢つながり未来館（山田西）
付：令和2年1月6日（金）〜
員：先着30人
参加費：2,000円
身振り手振りで丁寧に対応

◇吹田市社協 福祉大会

吹田市ボランティア連絡会ホームページアドレス
https://suitashiboraren.jimdo.com/

日 時：令和2年1月25日（土）13時30分〜
場 所：千里ニュータウンプラザ 大ホール
参加費：無料

吹田市長表敬訪問

◎大阪府社会福祉ボランティア知事表彰
（個人の部）矢上 敬子
（団体の部）笑楽の会（代表 西村 征雄）

お 知 ら せ
〒564-0072 吹田市出口町19番2号
市立総合福祉会館内
電話（06）6339−1210

◎厚生労働大臣表彰（団体の部）
グループ あめんぼ（代表 福島 加代子）
時：令和2年1月31日（金）10時〜15時
所：千里山コミュニティセンター

日
場
編集・発行

表彰おめでとうございます
◆吹田ボランティア連絡会親睦交流会

第 124 号

ボランティア連絡会
SUITA すまいる

行 事 案 内

令和元年12月１日（６）
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
第 124 号
第 124 号
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
（１）令和元年12月１日

吹 田 まつり
たこ焼きにイカ焼きはいかが〜？

今年の前夜祭の目玉はスカ
出店しました︒イカ焼き︑た

今年も吹田まつり前夜祭に

出店ブースは大賑わい

イランタンです︒この準備に
こ焼き︑飲み物︑おもちゃに

スカイランタンの準備

メートル

ら︑かすかにパステルカラー

タン︒当日は出店のブースか

たって準備をしたスカイラン

金具をつけます︒2日間にわ

測って切り分けたタコ糸に︑

ねで売り手と作り手を完全に

ましたが︑ここ数年の積み重

トが大好評で長蛇の列ができ

イカ焼きとたこ焼きのセッ

終わってスタンバイ完了です︒

的あてと定番で準備も早々に

も関わりました︒

のランタンが見えました︒

備品も揃い参加された方も
手慣れてきて慌てることなく
販売することができました︒

◎参加者の感想
◦皆さんのチームワークに驚
きました︒

吹田市立博物館
大阪府
博物館﹁さわる展示﹂が始 視 覚 障 害 者
まり︑わくわく体験に参加︑ 福 祉 大 会に
参加して

のたたき染め︑大型絵本のよ

ティングカードづくり︑草木

エコ封筒︑点字名刺︑グリー
定通り行われました︒Ｖ連有

早朝より厳しい暑さの中︑予

七月十二日︵金︶十時集合︑

名が参加︑到着バスから

志

（金）

みきかせ等来館者といっしょ

ード作り︑点字用紙を使った

さわる絵本展示︑とびだすカ

（土）

に情報と感動を学ぶいい機会
講演の後︑最後の福びきのお

会場内指定席迄の案内︑式典︑

詩吟︑詩舞︑歌謡吟舞のお
稽古をしています︒歴史上の
人物を演じたり︑四季の景観
を表現します︒楽しいですよ︒
歳代・ 歳代のメンバーは
脳梗塞の後遺症で悩みながら
頑張る人︑ボケ防止に頑張る
人︑皆さん教養を身につけ心
身をリフレッシュして︑コミ
セン祭り︑地域の行事︑デイ
サービスに出演するのを楽し
みにしています︒︵髙塚 文子︶

祥瑞流詩舞会

充実して終わりました︒

手伝いを終えて︑交流を深め

を経験できた事に感謝です︒

笑楽の会

ポプラの会

会は今年十一月第 回の発
表会を開催し︑設立 年にな
りました︒
腹話術の技術向上を目指し︑
ボランティア活動を続けて年
間平均 回以上の活動は机上
以上の勉強になります︒また
施設に行くと人形が可愛く︑
また来て下さいとお願いされ︑
嬉しくなります︒
この歳になり﹁人に必要と
される事﹂の喜びを感じてい
るこの頃です！︵西村 征雄︶

◦暑かったが︑楽しいボラン
ティア活動だった︒
◦ランタンが綺麗だった︒
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お気をつけて、
また会いましょう！

分けることで混乱もなく無事
に売り切ることができました︒

楽らく簡単太極拳クラブ

シニアコミュニティクラブ吹田

30

・窪 美栄子
・梅本 泰正
・西村 征雄
・髙塚 文子

・加藤 昌子
・津村 朝子
・福重 ちず子
︿敬称略﹀

編集委員紹介

80

略称 ＳＣＣすいた
今春︑大阪府高齢者大学同
窓会吹田を改称︒200名弱
の会員が︑多様な活動の中⁝
障がい者施設での支援及び
高校での障がい生徒の学校生
活支援を各 名程度で継続実
施︒社協の要請に対応しての
学校福祉教育支援の他︑同好
会や会員個人による施設訪問
等︑ボランティアも⁝
︵梅本 泰正︶

6/15

世界にひとつだけの…
「力」
と
「あい」
を込めて

8/3

大翔岳風会 亥子谷支部
南千里支部Ｖ部会

18 17

長いボランティア活動で会
員の多数が高齢となってきま
した︒デイ施設の傾聴ボラン
ティア︑病院やお稽古の付き
添い︑詩吟︑縫製︑着付等︑
今自分が出来るボランティア
を個々に続けて得た情報を地
域の方に教え︑一緒に行動し
自身も充実した日々を過ごさ
せて戴いています︒
︵福重 ちず子︶

70

大当たり〜！

香ばしい匂いに誘われて
次は何を食べようかな？

（土）

手探りで始めたＶもメンバ
ー5人をキープし︑市内5ヶ
所の高齢者施設で詩吟を練習
して今年で8年目です︒
ご高齢にも関わらず凛とし
た声で堂々と吟じられる姿に
感動し︑またリハビリの為に
絵を習っている方から私達の
似顔絵をプレゼントして頂き︑
宝物として大切にしています︒
そして︑何より一人一人の笑
顔を励みに︑日々の活動を続
けています︒ ︵津村 朝子︶

50

楽らく簡単太極拳クラブ
﹁太極拳は体に良さそうだ
けど難しそう﹂と敬遠される
高齢者に向けて︑認知症や病
気予防を養生五防功でゆった
り始め︑その後︑簡単に改良
した太極拳を楽しんで頂いて
ます︒
ご近所さんとの繋がりを大
切に絆作りしながら元気で生
きる︒筋肉は年を取っても鍛
えられます︒待ってま〜す！
︵窪 美栄子︶

歌体操介護予防市民塾

歌体操介護予防市民塾

10

10

二〇〇九年に吹田市のまち
づくり市民塾の募集に応募し
て採択され活動が始まりまし
た︒吹田市の委託事業として
高齢者介護施設訪問活動がス
タート︒社会福祉協議会の協
力を得て︑歌体操ボランティ
ア養成講座を開催し︑たくさ
んのボランティアやリーダー
を育てることが出来︑現在
数か所の施設で歌体操ボラン
ティア訪問活動が出来るよう
になりました︒︵加藤 昌子︶

頑張ってます！
ボランティア！
！

300セット完成！
！

20

令和元年12月１日（２）
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
第 124 号
第 124 号
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
（５）令和元年12月１日

８月24日（土）総合福祉会館で、センター登録グループや個人登録ボラン
ティアセンター研修交流会」を開催しました！

当日は、のべ 100名を超える方に来場いただき、午前は、ボランティア活

九月七日と八日の両日にわ

しを聞きました︒内容的にも

Ｖ連絡会としては︑指先を

骨密度などの測定コーナーな

た︒色々な体験教室や血圧︑

係の出展は興味深いものでし

日頃︑見聞きしない医療関

勢の参加があり︑賑わってい

くり場所にもかかわらず︑大

しました︒奥まったわかりに

ー作り・おもちゃつくり等を

称して︑点字体験・コースタ

使って脳トレにチャレンジと

どがありました︒自分の体を
ました︒

学大学院の橋本衛先生の話が

在・未来﹂のテーマで大阪大

﹁認知症の医療の過去・現

とだと思いました︒講演会は

チェックし見る事も大切なこ

わいでした︒

療関係の出展があり大変な賑

ユーモアを交え素晴らしい講

う つながろう ボランティア力」をテーマに参加者同士の交流を交えたご講

たり今年は大和大学で開催さ

い、午後からは、大阪ボランティア協会の永井様を講師にお招きし「伝えよ

演でした︒

動発表やボランティア体験コーナー、喫茶コーナー「すまいるカフェ」を行

れました︒両日とも多くの医

第 回
みんなの健康展開催
36

あり︑身近な問題としてお話

の情報交換や新たな発見をしていただけたのではないかと感じています。

32

点字・触読講習会

九月二十九日︵日︶︑今年は

触読︵点字を指で読む︶の講習

一月七日の毎木曜日︑点字と
回開催︒〝市報すいた〟

目俵市民体育館で開催され︑

吹田市では九月五日より十

♡

を

ボランティア活動発表♪

無事に終了︒蒸し暑い館内は

第 回 吹田市
障害者体育祭
（日）

隊は暑さに負けず︑どこでも

躍︒そのなかでも着ぐるみ部

特大の送風機や扇風機が大活

ており︑一般の方は点字を学

今年は8名の方が参加され

で広く呼びかけ募集されます︒

チャ︑スプラッシュボールな

ら始まり︑風船バレーやボッ

息の合った素晴らしい演奏か

昼食後は和太鼓サークルの

毎年参加されており吹田市な

かけていただき︑職員の方も

ます︒また︑行政にも募集を

お互いに学び合うことができ

れます︒同室で行っており︑

び︑見えにくい方は触読をさ

どの新スポーツ体験コーナー

らでの講習会です︒

元気な人気者！

が今年から始まり︑大いに盛
り上がりました︒

赤い羽根共同募金

Ｖ
午後からは研修会

♡
ボランティア連絡会パネル展示
ボランティア活動体験 点字コーナー！

♡
ボランティア活動作品展示

声たからかに︑笑顔そえて
お願いしま〜す

近々、点訳デビュー！
？

出会いのビンゴゲーム

講師
大阪ボランティア協会
永井 美佳 氏

赤い羽根をどうぞ

ボランティア連絡会による喫茶コーナー
「すまいるカフェ」♡
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♡
♡
！
！

今年もありがとう！

ティアさんの交流の場として、吹田市ボランティア連絡会と連携し「ボラン
わー！自分の名前ができた

10

た」などの感想をいただき、多くの方がお互いのボランティア活動について
（日）

りんごのコースター
おもちゃ作りは楽しい

モンキーも参加
ストライク！
！

アグループの枠を越えて意見交換ができ、皆さんのパワーに元気をもらっ
9/8

演をいただきました。
9/7

参加された方からは「いろいろな活動を見られて良かった」「ボランティ
（土）

令和元年12月１日（４）
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
第 124 号
第 124 号
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
（３）令和元年12月１日

８月24日（土）総合福祉会館で、センター登録グループや個人登録ボラン
ティアセンター研修交流会」を開催しました！

当日は、のべ 100名を超える方に来場いただき、午前は、ボランティア活

九月七日と八日の両日にわ

しを聞きました︒内容的にも

Ｖ連絡会としては︑指先を

骨密度などの測定コーナーな

た︒色々な体験教室や血圧︑

係の出展は興味深いものでし

日頃︑見聞きしない医療関

勢の参加があり︑賑わってい

くり場所にもかかわらず︑大

しました︒奥まったわかりに

ー作り・おもちゃつくり等を

称して︑点字体験・コースタ

使って脳トレにチャレンジと

どがありました︒自分の体を
ました︒

学大学院の橋本衛先生の話が

在・未来﹂のテーマで大阪大

﹁認知症の医療の過去・現

とだと思いました︒講演会は

チェックし見る事も大切なこ

わいでした︒

療関係の出展があり大変な賑

ユーモアを交え素晴らしい講

う つながろう ボランティア力」をテーマに参加者同士の交流を交えたご講

たり今年は大和大学で開催さ

い、午後からは、大阪ボランティア協会の永井様を講師にお招きし「伝えよ

演でした︒

動発表やボランティア体験コーナー、喫茶コーナー「すまいるカフェ」を行

れました︒両日とも多くの医

第 回
みんなの健康展開催
36

あり︑身近な問題としてお話

の情報交換や新たな発見をしていただけたのではないかと感じています。

32

点字・触読講習会

九月二十九日︵日︶︑今年は

触読︵点字を指で読む︶の講習

一月七日の毎木曜日︑点字と
回開催︒〝市報すいた〟

目俵市民体育館で開催され︑

吹田市では九月五日より十

♡

を

ボランティア活動発表♪

無事に終了︒蒸し暑い館内は

第 回 吹田市
障害者体育祭
（日）

隊は暑さに負けず︑どこでも

躍︒そのなかでも着ぐるみ部

特大の送風機や扇風機が大活

ており︑一般の方は点字を学

今年は8名の方が参加され

で広く呼びかけ募集されます︒

チャ︑スプラッシュボールな

ら始まり︑風船バレーやボッ

息の合った素晴らしい演奏か

昼食後は和太鼓サークルの

毎年参加されており吹田市な

かけていただき︑職員の方も

ます︒また︑行政にも募集を

お互いに学び合うことができ

れます︒同室で行っており︑

び︑見えにくい方は触読をさ

どの新スポーツ体験コーナー

らでの講習会です︒

元気な人気者！

が今年から始まり︑大いに盛
り上がりました︒

赤い羽根共同募金

Ｖ
午後からは研修会

♡
ボランティア連絡会パネル展示
ボランティア活動体験 点字コーナー！

♡
ボランティア活動作品展示

声たからかに︑笑顔そえて
お願いしま〜す

近々、点訳デビュー！
？

出会いのビンゴゲーム

講師
大阪ボランティア協会
永井 美佳 氏

赤い羽根をどうぞ

ボランティア連絡会による喫茶コーナー
「すまいるカフェ」♡

9/29

♡
♡
！
！

今年もありがとう！

ティアさんの交流の場として、吹田市ボランティア連絡会と連携し「ボラン
わー！自分の名前ができた

10

た」などの感想をいただき、多くの方がお互いのボランティア活動について
（日）

りんごのコースター
おもちゃ作りは楽しい

モンキーも参加
ストライク！
！

アグループの枠を越えて意見交換ができ、皆さんのパワーに元気をもらっ
9/8

演をいただきました。
9/7

参加された方からは「いろいろな活動を見られて良かった」「ボランティ
（土）

令和元年12月１日（４）
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
第 124 号
第 124 号
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
（３）令和元年12月１日

吹 田 まつり
たこ焼きにイカ焼きはいかが〜？

今年の前夜祭の目玉はスカ
出店しました︒イカ焼き︑た

今年も吹田まつり前夜祭に

出店ブースは大賑わい

イランタンです︒この準備に
こ焼き︑飲み物︑おもちゃに

スカイランタンの準備

メートル

ら︑かすかにパステルカラー

タン︒当日は出店のブースか

たって準備をしたスカイラン

金具をつけます︒2日間にわ

測って切り分けたタコ糸に︑

ねで売り手と作り手を完全に

ましたが︑ここ数年の積み重

トが大好評で長蛇の列ができ

イカ焼きとたこ焼きのセッ

終わってスタンバイ完了です︒

的あてと定番で準備も早々に

も関わりました︒

のランタンが見えました︒

備品も揃い参加された方も
手慣れてきて慌てることなく
販売することができました︒

◎参加者の感想
◦皆さんのチームワークに驚
きました︒

吹田市立博物館
大阪府
博物館﹁さわる展示﹂が始 視 覚 障 害 者
まり︑わくわく体験に参加︑ 福 祉 大 会に
参加して

のたたき染め︑大型絵本のよ

ティングカードづくり︑草木

エコ封筒︑点字名刺︑グリー
定通り行われました︒Ｖ連有

早朝より厳しい暑さの中︑予

七月十二日︵金︶十時集合︑

名が参加︑到着バスから

志

（金）

みきかせ等来館者といっしょ

ード作り︑点字用紙を使った

さわる絵本展示︑とびだすカ

（土）

に情報と感動を学ぶいい機会
講演の後︑最後の福びきのお

会場内指定席迄の案内︑式典︑

詩吟︑詩舞︑歌謡吟舞のお
稽古をしています︒歴史上の
人物を演じたり︑四季の景観
を表現します︒楽しいですよ︒
歳代・ 歳代のメンバーは
脳梗塞の後遺症で悩みながら
頑張る人︑ボケ防止に頑張る
人︑皆さん教養を身につけ心
身をリフレッシュして︑コミ
セン祭り︑地域の行事︑デイ
サービスに出演するのを楽し
みにしています︒︵髙塚 文子︶

祥瑞流詩舞会

充実して終わりました︒

手伝いを終えて︑交流を深め

を経験できた事に感謝です︒

笑楽の会

ポプラの会

会は今年十一月第 回の発
表会を開催し︑設立 年にな
りました︒
腹話術の技術向上を目指し︑
ボランティア活動を続けて年
間平均 回以上の活動は机上
以上の勉強になります︒また
施設に行くと人形が可愛く︑
また来て下さいとお願いされ︑
嬉しくなります︒
この歳になり﹁人に必要と
される事﹂の喜びを感じてい
るこの頃です！︵西村 征雄︶

◦暑かったが︑楽しいボラン
ティア活動だった︒
◦ランタンが綺麗だった︒

7/12
お気をつけて、
また会いましょう！

分けることで混乱もなく無事
に売り切ることができました︒

楽らく簡単太極拳クラブ

シニアコミュニティクラブ吹田

30

・窪 美栄子
・梅本 泰正
・西村 征雄
・髙塚 文子

・加藤 昌子
・津村 朝子
・福重 ちず子
︿敬称略﹀

編集委員紹介

80

略称 ＳＣＣすいた
今春︑大阪府高齢者大学同
窓会吹田を改称︒200名弱
の会員が︑多様な活動の中⁝
障がい者施設での支援及び
高校での障がい生徒の学校生
活支援を各 名程度で継続実
施︒社協の要請に対応しての
学校福祉教育支援の他︑同好
会や会員個人による施設訪問
等︑ボランティアも⁝
︵梅本 泰正︶

6/15

世界にひとつだけの…
「力」
と
「あい」
を込めて

8/3

大翔岳風会 亥子谷支部
南千里支部Ｖ部会

18 17

長いボランティア活動で会
員の多数が高齢となってきま
した︒デイ施設の傾聴ボラン
ティア︑病院やお稽古の付き
添い︑詩吟︑縫製︑着付等︑
今自分が出来るボランティア
を個々に続けて得た情報を地
域の方に教え︑一緒に行動し
自身も充実した日々を過ごさ
せて戴いています︒
︵福重 ちず子︶

70

大当たり〜！

香ばしい匂いに誘われて
次は何を食べようかな？

（土）

手探りで始めたＶもメンバ
ー5人をキープし︑市内5ヶ
所の高齢者施設で詩吟を練習
して今年で8年目です︒
ご高齢にも関わらず凛とし
た声で堂々と吟じられる姿に
感動し︑またリハビリの為に
絵を習っている方から私達の
似顔絵をプレゼントして頂き︑
宝物として大切にしています︒
そして︑何より一人一人の笑
顔を励みに︑日々の活動を続
けています︒ ︵津村 朝子︶

50

楽らく簡単太極拳クラブ
﹁太極拳は体に良さそうだ
けど難しそう﹂と敬遠される
高齢者に向けて︑認知症や病
気予防を養生五防功でゆった
り始め︑その後︑簡単に改良
した太極拳を楽しんで頂いて
ます︒
ご近所さんとの繋がりを大
切に絆作りしながら元気で生
きる︒筋肉は年を取っても鍛
えられます︒待ってま〜す！
︵窪 美栄子︶

歌体操介護予防市民塾

歌体操介護予防市民塾

10

10

二〇〇九年に吹田市のまち
づくり市民塾の募集に応募し
て採択され活動が始まりまし
た︒吹田市の委託事業として
高齢者介護施設訪問活動がス
タート︒社会福祉協議会の協
力を得て︑歌体操ボランティ
ア養成講座を開催し︑たくさ
んのボランティアやリーダー
を育てることが出来︑現在
数か所の施設で歌体操ボラン
ティア訪問活動が出来るよう
になりました︒︵加藤 昌子︶

頑張ってます！
ボランティア！
！

300セット完成！
！

20

令和元年12月１日（２）
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
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第 124 号
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
（５）令和元年12月１日

吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター
吹 田 市 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 会

践成功事例を取り上げての講
義に引き込まれました︒グル
ープワークではボランティア
手帳のキャッチコピーを作り

しおりに
願いをこめて♡
NPO法人ありがとう運動

06−6339−1210 月〜金、１時〜４時

クラブ

廣瀬 弥生︶

︵シニア コミュニティ

なっているかも︒よろしく︒

い︒その時︑私は要援護者に

を若い方に会得してもらいた

のあり方︑訓練や支援の仕方

者に対する災害ボランティア

論︑社協との連携で︑要援護

大地震に備え︑自分の事は勿

近々にやって来るであろう

きました︒

にも前向きな熱意が伝わって

言う間に担当が決まり︑何事

賑やかな編集会議︑あっと

電話で、気軽にご相談ください。

大阪府市町村
Ｖ連絡会
テーマ別研修会
した︒使用済み切手が年代の

名で訪問しま

になりました︒十一月二十六
古い物や現在に至るまでの

本部へ︑総勢

﹁ボランティアに
言葉のチカラを⁝﹂
日︵火︶に行なわれる福祉大会

発表︒会場は笑顔の花で満開

大阪府市町村Ｖ連は︑

吹田市ボランティアセンター

後

りました︒

名

分間の講

らい︑学生の間に歓声が上が

者の藤原さんに触読をしても

をしていただき︑視覚障がい

3団体の協力のもと点字体験

義︑休憩のあと点訳グループ

に中谷副会長から

ました︒経営学部の学生

動を知ってもらう為に出かけ

七月十六日︵火︶︑Ｖ連の活

大和大学にて
福祉教育・点字体験

※Ｖはボランティアの略です︒

とを心より感謝しています︒

直接お会いして語り合えたこ

剣に応対していただきました︒

時間の許す限り︑私たちと真

時間がオーバーしましたが︑

参加しておられますよ︒

NPO法人等︑Ｖに進んで

況もありますが︑若い人も

ている中に入会しにくい状

Ａ．長くＶをして組織ができ

ます︒

してもらえないと悩んでい

Ｑ．若い人に︑なかなか入会

す︒

交渉するのも一つの方法で

の部屋の活用ができないか

Ａ．学校の空き教室︑下校後

か？

どうにかならないでしょう

ました︒

いただき︑歴史がよくわかり

ング切手など詳しく説明して

る消印・国際郵便グリーティ

光岡所長のユーモアあふれ

来映えに感激しました︒

手がこんなに！﹂と美しい出

した︒初参加の人も﹁あの切

リボンを選びしおりを作りま

らも︑好きな切手3枚と台紙︑

に挑戦！皆ワイワイ迷いなが

されていました︒しおり作り

色々の種類が︑机の上に山積

Ｑ．総合福祉会館に設置され
ている市の機材・点字プリ
ンターが壊れて使えなくな
り︑点訳3グループは活動
の不便を感じておりました
が︑直ぐに対応していただ

ボランティア相談

（火）

で紹介もあるようです︒

﹁OSAKAボランティア手
帳﹂のコラボ企画として研修
会を開催︒キャッチコピー研
修に関心のある方に声掛けを
し︑100名近く参加︒
講師は︑社会貢献広告会社
㈱ユナイテッド・トゥモロー
代表取締役の尾関栄二氏︒実

令和元年八月八日九時三十
分︑4階市長特別会議室に︑
後藤圭二市長を訪問しました︒
社会福祉協議会より広田事
務局長︑佐伯次長︑水田Ｖセ
ンター担当者に
同席していただ
き︑Ｖ連絡会井
本会長他8名が
Ｖ連・各団体グ
ループの活動を
紹介し︑各グル
ープの活動現状
も理解してもら
いました︒
市長は︑私た
ちの質問や要望
にもざっくばら
んに答えて下さ
いました︒以下
にその一部の内

きありがとうございました︒
パソコンの購入は難しいで

ボランティア依頼を希望する方、

ボランティア活動をはじめたい方、

9/4

容を報告いたし
ます︒

すか？
Ａ．パソコンの購入はなかな
か難しいので︑家や会のを
使う方法もあります︒︵そ
の後︑市でパソコンの購入
対応しました︒︶
Ｑ．活動するのに部屋がない︑
道具の置き場所がないが︑

（吹田市立総合福祉会館２階）
マグネットを使っての説明

容：ボランティアを始めるにあたっての心構えにつ
いて、ボランティア活動の紹介など
時：令和2年3月9日（月）10時〜12時
所：総合福祉会館（出口町）
付：令和2年2月3日（月）〜
員：先着20人
参加費：無料
日
場
受
定

記
60
学生の点字を触読

◇ボランティア入門講座
内

集
40

16

（木）

場
受
定

編

11/12
かわいい しおり 完成！
Ｖの気持ちを伝える

日

盛り上がった意見交換

◎お問い合わせ・申し込み
吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL 6339−1210/1254 FAX 6339−1202（土・日除く）
なごやかにスタート

◇第8回 子育て支援傾聴ボランティア養成講座
内

容：相手にゆっくり寄り添い、お話を聴いて気持ち
を受け止めるための 5回連続講座
時：令和2年2月7日（金）
・14日（金）
・21日（金）
・
28日（金）
、3月6日（金）10時10分〜12時
所：夢つながり未来館（山田西）
付：令和2年1月6日（金）〜
員：先着30人
参加費：2,000円
身振り手振りで丁寧に対応

◇吹田市社協 福祉大会

吹田市ボランティア連絡会ホームページアドレス
https://suitashiboraren.jimdo.com/

日 時：令和2年1月25日（土）13時30分〜
場 所：千里ニュータウンプラザ 大ホール
参加費：無料

吹田市長表敬訪問

◎大阪府社会福祉ボランティア知事表彰
（個人の部）矢上 敬子
（団体の部）笑楽の会（代表 西村 征雄）

お 知 ら せ
〒564-0072 吹田市出口町19番2号
市立総合福祉会館内
電話（06）6339−1210

◎厚生労働大臣表彰（団体の部）
グループ あめんぼ（代表 福島 加代子）
時：令和2年1月31日（金）10時〜15時
所：千里山コミュニティセンター

日
場
編集・発行

表彰おめでとうございます
◆吹田ボランティア連絡会親睦交流会

第 124 号

ボランティア連絡会
SUITA すまいる

行 事 案 内

令和元年12月１日（６）
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
第 124 号
第 124 号
ボランティア連絡会 SUITA すまいる
（１）令和元年12月１日

