ピックアップ記事／ 津市民ボランティア講座（シニア・団塊世代編） 受講者に聞く
【津津うらボランティア】
［ More topics ］
□地域ボランティア掲示板／ 安濃地区、一志地区
□津市ボラセン情報／ ボランティア活動保険 更新の時期です
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津市ボランティアセンター事業

津市民ボランティア講座

第３回
受講者に聞く

〜まだまだこれから。
シニアボランティア道〜
（シニア・団塊世代編）

２月某日︑ボランティアのみなさんが︑講座
受講後初めての活動として︑津市社会福祉協
議会の事業に協力してくださった︒その際︑こ
のテーマで対談させていただいた︒
津 市 ボランティアセンター が開催 した講 座
の受 講 生 として︑また“シニア世 代 ”と呼 ばれ
る年齢 層のみなさんのボランティア活動 に対
する熱い思いを聞かせていただきたかったから
だ︒

津市民ボランティア講座（シニア・団塊世代編）
『そば打ち』 受講者

きっかけ

メージだったが︑自分 が楽しく中 心と

賛同し︑それに掴まるように始まるイ

ア活動の様子／介護予防事業にて

講座受講後の︵そば打ち︶
初ボランティ

なって自主的に始められるものだと思
うようになりました︒

これから
︵
今後の目標などがあれば⁝︶

・自主 性の延長として︑そば打ちを

❷
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︵
なぜボランティア講座を受講
しようと思ったのですか？︶
・そば打ちは︑もともと少しやってい
たので自分のそば作りで喜んでもらえ
るよう何かをしなければならないと思
・いつかは自分が高齢者になって︑楽

研究しながら︑そば打ちを通して地域

ったのがきっかけです︒
しく過ごしたいと思 ったらお互 いさま

のつながりを深め︑交流 の場 づくりを

今後の活動にも期待しています

今月のひと⁝そば打ちボランティア
斎藤さん︑海野さん︑佐南さん
木平さん︑坊さん
かなと思っている︒

その他

講座では︑そば打ちだけでなく︑他のジャンル

ボランティア講座︵そば打ち︶
受講 生

グループがあるが︑そば打ちを通した

︻裏表紙へ︼

自分を欲してくれる人のためには労を
惜しまずという例え︒

︵じんせいいきにかんず︑
こうみょうだれかまたろんぜん︶━

━人生意気に感ず︑
功名誰かまた論ぜん

今月のことば⁝

される︒

を受 講された方 もいて︑今 後の活 動が期待

ティアになるので長続きしそうです︒

込 むのではなく︑趣 味の延長 がボラン

・ボランティアをしよう と強 く意 気

ボランティアってユニークだと思います︒

・津市内にもたくさんのボランティア

・職場でそば打ちを披露してみよう

座を開催してほしい︒

・そば打ちは難しいので︑定期的に講

大事だと思います︒

始 められればいいと思 う ︒つながりが

と感じたからです︒
・自 分 が好 きな事 や 興 味 のあ る事
が︑ボランティア活動につながるという
ことが知りたかった︒
・自 分 が元 気 でいられるのは地 域の
人 のおかげだと思 っていたときに︑新
聞 で講 座 を知って恩 返ししたいと思っ
た︒
・自分 は体が大きく健康なので︑何
かお 役 に立 てることがあ れ ばと 思 っ
て︒

受けてみて
︵ボランティア講座を受講して
何か変わったことは？︶
・ボランティアってもっと大それた事
だと思 っていましたけど︑大好 きなそ
ばを作って︑楽しく交流して︑これがボ
ランティアだと思うと一石三鳥にもな
るくらい楽しい︒
・ボランティアといえば︑海岸清掃と
か老人宅訪問とか︑誰かが挙げた手に

!!
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ボランティアグループのメンバー募集のこと
イベントお知らせのこと
ボランティア募集のこと
など
詳しくは、お近くのボランティアセンター（津市社協・各支部）まで！

ボランティア団体紹介＆メンバー募集

子育て支援

（一志地区）

コアラの会

一緒に楽しみ、おともだちの輪を広げませんか？
コアラの会では、おもちゃ図書館の運営を行ってい
ます。
おもちゃ図書館とは、障がいのある子どもたちがお
もちゃを通じて楽しく遊ぶことができるようにとの願い
から始まったボランティア活動です。
子育て支援コアラの会は、障がいのある子も、ない
子も共に地域の中で楽しく豊かに暮らしたり、遊んだり
できる場をつくっていきたい。そして、そんなお手伝い
ができたらと願っています。
私たちと共に活動しませんか？

ボランティア・メンバー募集

（安濃地区）

音声訳ボランティア「ヴォイスあのう」
メンバー募集！
私たちは、毎月「広報津」、「三重県だより」等のカセ
ットテープのダビング、発送、そしてヴォイスレター等
の収録、リスナーとの交流会、スキルアップ研修会等
を行っています。
今年度は、ヴォイスあのう 10 周年記念活動として、
旭山動物園長著書『いのちのメッセージ』の収録を行
い、完成したテープを地域のリスナーに発送するとい
う取組みをしました。
メンバーは、中学生・高校生・会社員・主婦など職
業もさまざまです。毎月 1 日、16 日の前後に津市サン
ヒルズ安濃、事務室にて活動をしています。
ボランティアに関心のある方、何か新しいことをはじ
めてみたいと思っている方、私たちと一緒に活動して
みませんか？
どなたでも気軽にお問い合わせください！

ボランティアセンター一志

ボランティアセンター安濃

Tel／２９５−００６６

Tel／２６８−５８０４

ボランティアセンターで手続きを受け付けていますので、ぜひどうぞ！
※現在未加入の方も、この機会に加入をご検討されてみてはいかがですか？
「ボランティア活動保険」は、日本国内のボランティア活動中におこる
様々な事故からボランティアの皆さんを補償する保険です。
活動中に「モノを壊してしまったら」、「ケガをしてしまったら」といった
不安がある方、ご検討してみてはいかがでしょうか。
※詳細は、最寄りの地区ボランティアセンターまでお問合せください。
（本誌裏表紙に記載）
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保険料・補償金額の例 （２０年度）
●Ａプラン

年間２６０円／１人

・死亡・後遺障害保障 1,418 万円
・入院補償 7,000 円
・通院補償 4,500 円
・賠償責任保険金 5 億円（限度額）
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“ひなまつり”といえば自然と口ずさみますよ
ね(^^)
「あかりをつけましょ ぼんぼりに〜
お花をあげましょ 桃の花〜 ♪♪」

２００８年２月号
（２００８年２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
表記することがあります。

暦の上では春ですが、まだまださむいですね
( ^-^)̲旦˜
「春よ来い〜 早く来い〜 ♪♪」

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

あっ。 また、口ずさんでしまいましたね(^^;)

〒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

人生意気に感ず、功名誰かまた論ぜん
（じんせいいきにかんず、こうみょうだれかまたろんぜん）
津市社協
ＶＣ津
ＶＣ久居
ＶＣ河芸
ＶＣ芸濃
ＶＣ美里

人間は金銭や名誉のためでは無く、人からよせら
れる思いやりや、理解してくれる気持ちに感じ、こ
たえて仕事をするものという心を例えた言葉だそ
うです。

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
郵
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ぼらん津 読者の声

き

ぼらん津 №14 2008.2 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）

・・・ご協力ありがとうございました・・・
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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

