特 集

芽生え、育てる

【津津うらボランティア／初回特別編】

［ More topics ］
□地域ボランティア掲示板
□津市ボラセン情報 ／ 集え！シニア・団塊の世代よ！
津市民ボランティア講座
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ボランティア協議会は難産だった
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ＶＣ／

９月に美 里の協 議会が 設立︑加入さ れ︑
６団体 で月 に１ 回ほ ど代 表者 が集 まり
話し合 いの 場を 持ち ︑２ 月３ 日の 設立
総会を迎 えまし た︒
次 に︑ 会の 概要 につい てお 話い ただ
けません でしょ うか︒

会長／ ま ずは 名称 につ いて︑ 合併 以前 は各
地域﹁ 〜ボ ラン ティ ア連 絡協 議会 ﹂と
なって おり まし たが ︑話 し合 いの 結果
全体を ﹁津 市ボ ラン ティ ア協 議会 ﹂と
し︑各支 部は﹁〜 ボラン ティア 連絡会 ﹂
としま した ︒次 に役 員に つい ては ︑６
団体の代 表が引 き受け︑久居が 会長を ︑
津・香 良洲 ・美 杉・ 美里 が副 会長 ︑書
記は津 ・美 杉︑ 会計 は一 志・ 久居 と決
まりまし た︒
活動 は︑ 各地 域で 合併 前に 行っ てい
た活動 は活 かし ︑全 体と して ﹁防 災講
演会﹂ や９ 月の ﹁津 市総 合防 災訓 練﹂
への参 加等 を行 いま した ︒活 動の 際に
は︑社 会福 祉協 議会 を通 して 当会 に未
加入の 地域 への 呼び かけ を続 けた いと
考えて おり ます ︒ま た活 動の 基盤 とし
て２ヶ 月に １回 代表 者が 集ま り︑ 今後
の活動に ついて 話し合 ってい ます︒
合併 によ り津 市ボ ラン ティ ア協 議会
全体で 近い団体 数にな り︑同 じよう
に活動 して いく こと は無 理な ので ︑そ
れぞれ の特 性を 活か して 活動 して いき
たいと考 えてお ります ︒

若 年層 のボ ラン ティア 人材 につ いて
はどのよ うにお 考えで すか︒
会長／ 若 いボ ラン ティ アさん の育 成に つい
ては︑ 中学 校・ 高等 学校 への 呼び かけ
が大切 だと 考え てお りま す︒ ただ ︑現
在の学 校は 様々 な難 しい 問題 があ り︑
気軽 に 声 を掛 け られ な く なっ て いま
す︒活 動の 際に 生徒 から 質問 等が あれ
ば﹁ボ ラン ティ ア﹂ を伝 えて はい ます
が︑教 育委 員会 に声 を掛 ける など して
何とか 学校 に受 け入 れて もら えな いか
と思いま す︒

ＶＣ／

世代をこえてできる
ボランティア

130

松浦健さん
津市ボランティア協議会 会長
!?

ＶＣ／ 平成 年１月の 市町村 合併に 伴い︑ボラン ティ ア
連絡 協議 会も 合併 さ れま した が︑ 津市 ボ ラン ティ ア
協議会設 立の流 れをお 聞かせ くださ い︒
10

ＶＣ／

若い人 の活 動は 必要 だと 考え てお りま
す︒

団 塊の 世代 の人 材につ いて はい かが
でしょう か︒

会長／ ボ ラン ティ ア活 動を行 うの は︑ ほん
の少し の﹁ きっ かけ ﹂だ と思 いま す︒
私自 身 も 旧市 の 福祉 ま つ りに 参 加し
て︑ボ ラン ティ アの アン ケー ト用 紙に
名前を 書い たこ とが 現在 に至 るき っか
けでし た︒ ボラ ンテ ィア とは ﹁自 発的
に︑で きる 時に でき るこ とを する ﹂と
いうこと だと考 えます ︒
現在 津市 全体 で行 われ てい る﹁ 清掃
活動﹂
﹁防災 訓練﹂のよう な共通 してで
きる活 動が 団塊 の世 代を 誘え るの では
ないで しょ うか ︒何 の活 動を して もら
うのか 活動 のメ ニュ ーを 持っ て呼 びか
けたいと 思いま す︒

津市ボラ協の今後⁝

ＶＣ／ 社 会福 祉協 議会 をはじ めと し︑ 関係
団体と の今 後の かか わり につ いて お考
えになっ てみえ ること はあり ますか ︒

会長／ 若 年層 のボ ラン ティア の育 成を 考え
ると︑ 市の 機関 ・社 会福 祉協 議会 等か
ら教育 委員 会へ 周知 をし ても らえ るこ
とを望ん でいま す︒
また ︑津 市ボ ラン ティ アセ ンタ ーと
の意見 交換 会の 場も 設け てい ただ きた
いと思っ ており ます︒

ＶＣ／ 若 い人 材を と考 えるな かで ︑大 学生
が活動 して もら いや すい ので はな いか
と思うの ですが︑ 歳前後 の人材 を発
掘するた めに津 市ボラ ンティ ア協議 会

として 取り 組ん でい かれ るこ とに つい
てお聞か せくだ さい︒

津 市ボ ラン ティ ア協議 会と して の今
後の活動 につい てお聞 かせく ださい ︒

人材を求めるのに熱心なこと︒
﹁髪を握り哺を吐く﹂と訓読みする︒
吐哺握髪︵とほあくはつ︶と書くことも︒
︵裏表紙へ︶

━握髪吐哺 ︵あくはつとほ︶━

今月のことば⁝

会長／ 今 年度 末に は︑ 主に協 議会 に加 入し
ている ボラ ンテ ィア 団体 同士 の交 流会
を計画し ていま す︒
また ︑今 後も 津市 ボラ ンテ ィア 協議
会に未 加入 の地 域へ 呼び かけ をし ︑一
地域で も加 入し ても らえ れば と考 えて
おりま す︒ あせ らず ︑一 歩一 歩進 んで
いきたい と思い ます︒

ＶＣ／

会長／ そ れぞ れの 地域 として は取 り組 んで
いるこ とが あり ます が︑ 地域 の特 性を
考える と︑ 津市 全体 とし て同 じ形 で取
り組 ん で いく こ とは 難 し いと 思 いま
す︒地 域の 特性 も︑ 年齢 構成 など が年
を負う 毎に 変わ って いく ので ︑そ の地
域に応 じた 活動 をし てい けば 良い と考
えており ます︒

Volun TSU

（まつうら けん）
津市ボランティア協議会会長
津市内ボランティアグループ
の ネットワーク作りをはじめ、
様々な活動を実践している。

〜新しいボランティアメンバー、
若者と団塊世代について考える〜
10

松浦 健 氏

芽生え、育てる

平成 年度 月 日 ㈬
︑松浦さんと︑このテーマ
で対談させていただいた︒
この﹃津津うらボランティア﹄という新しいコー
ナーをつくるに当り︑第一回目としてボランティア
に対する思いを聞かせていただきたかったからだ︒
19

会長／ 新しい 津市に なると いうこ とで︑ 市町村 の各 団
体が 合併 され てい く と聞 き︑ ボラ ンテ ィ ア協 議会 も
一本化し ていか なけれ ばなら ないと 考えら れ︑ 市
町村 に声 をか けた 結 果︑ 津︑ 久居 ︑香 良 洲︑ 一志 ︑
美杉 の５ 団体 から 返 答が あり まし た︒ 他 の地 域へ ア
ンケ ート も実 施し ま した が︑ 様々 な意 見 があ り何 度
も話し合 いの場 を持っ た後 ︑ 団体で歩調を 合わ せ
るこ とは 難し いと 考 え︑ ５団 体で 合併 に 向け ての ス
タートと なりま した︒
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（津津うらボランティア 初回特別編）
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ボランティアセンター芸濃より
Geino X’mas 2007 〜子どもたちに夢を〜
イベント当日スタッフ募集！
みんなで一緒にオブジェやペットボトル
ツリーづくりをしませんか？
日程は下記のとおりです。
詳しくはお問い合せください。

ボランティアセンター美杉より
餅つきボランティアを募集しています！
１２月２３日（日）
、津市美杉高齢者生活福
祉センターにて、高齢世帯へ配布するお餅を
つくります。名づけて歳末餅つき大作戦！
小学生の方から参加できますので、ぜひお誘
いあわせのうえ、お越しください。
連絡先

●１２月１６日（日）オープニングイベント

美杉地区社会福祉協議会
電話２７４・００２２

（ツリー点灯）
●１２月２３日（日）メインイベント
連絡先

ボランティアセンター芸濃
電話２６５・４５３１

︵シニア・団塊世代対象︶

「自分探し」を…

そば打ち講座

防犯講座

集え！
シニア・
団塊の世代よ！

あなたも、してみませんか？

津市民ボランティア講座

シニア・団塊の世代と呼ばれるみなさん！

DIY 講座

※申し込みなど、詳しくは津市社会福祉協議会地域福祉課または最寄りの支部まで

Volun TSU
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す っ かり 焼き イ モの 美味 し い季 節と なり まし
た︒
つい最近︑イベント会場で焼きイモをみつけた
のに︑食べなかったんです︒ 食べればよかった
なあ⁝︵涙︶

さて︑今回から誌面をリニューアルしました︒
見所は︑主にボランティア団体をご紹介するイ
ンタビューです！

今後︑益々誌面の充実を図りたいと思いますの
で︑ご愛読いただければ幸いです︒

２００７年１１月号
（２００７年１１月１５日）
発行／津市ボランティアセンター

※誌面中、ボランティアセンターを『ＶＣ』と
表記する場合があります。

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

津市ボランティアセンター
〒514-0027 津市大門７−１５
津センターパレス３階
Tel／059-213-7111
Fax／059-224-6067
E-mail／chiiki@tsu-shakyo.or.jp
津市社協 HP／http://www.tsu-shakyo.or.jp

津市社協
ＶＣ津
ＶＣ久居
ＶＣ河芸
ＶＣ芸濃
ＶＣ美里

握髪吐哺（あくはつとほ）
洗髪中でも洗いかけの髪を握りながら、食事中でも口
中の物を吐き出して、すぐに面接したという、故事か
ら、人材を得ることに熱心なたとえ。

各支部内のボランティアセンター
Tel／059-213-7111
ＶＣ安濃
Tel／059-256-1202
ＶＣ香良洲
Tel／059-245-8888
ＶＣ一志
Tel／059-265-4531
ＶＣ白山
Tel／059-279-3366
ＶＣ美杉

Tel／059-268-5804
Tel／059-292-7711
Tel／059-295-0066
Tel／059-262-7029
Tel／059-274-0023

キリトリ線
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ぼらん津 読者の声

き

ぼらん津 №12 2007.11 月号

５ １ ４ ０ ０ ２ ７

今後の ぼらん津 の参考にさせていただきます。
読者のみなさんのご意見・ご提案をお聞かせください。
１ ぼらん津をどのようにして（どこで）ご覧になりましたか
（社協、市役所、公共施設、ボランティアグループ、知人など）

津市大門 7-15
津センターパレス３階

２ 今回のぼらん津で興味、関心があった記事は？

（フリガナ）

年齢

お名前

才代

３ ボランティア関係者で、「取材をしてほしい」、「イベントや活動の告知・
募集をしてほしい」、「記事を掲載してほしい」など、ご要望があれば
お聞かせください
お名前（

〒

） 連絡先（℡

）

４ 情報誌を置いてくださる施設・お店をご紹介ください

ご住所

名称

（

） 連絡先（℡

）

ご連絡先（連絡を必要とされる場合はお書きください）
ﾒｰﾙ／
※記入自由

Fax またはメールでの返信も可能です （Tel／213-7111）
Fax／059-224-6067 ﾒｰﾙ／chiiki@tsu-shakyo.or.jp

折って裏側をノリで貼り付ける

Tel／

５ ご意見・ご感想をおきかせください。
（内容やその他のことについて）

Volun TSU
・・・ご協力ありがとうございました・・・

キリトリ線

やま折り

社会福祉法人 津市社会福祉協議会
地域福祉課
ぼらん津 係

