ピックアップ記事／ 委員長、大会への思い

【津津うらボランティア】

［ More topics ］
□地域ボランティア掲示板 ／ 久居地区、香良洲地区
□津市ボラセン情報 ／ ２００８車イス体験ふれあいウォークラリー大会実行委員会を
開催しています
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２００８車イス体験ふれあいウォークラリー大会
実行委員会

委員長、大会への思い
20

第４回
この大会は︑津市ボランティアセンターが平
成 年６月に開催を予定しており︑若い世代
のボランティアが中心となって開催するイベン
トで︑障 がいの有 る無 しに関 わらず 参加でき
る大会をモットーに︑市町村合併以前の開催
を含 めると︑今 回 で 回 目 の開 催 となりま
す︒
当日は 名にも及ぶボランティアが運営す
るこの大会の実行委員長にその心境を聞いて
みた︒
20

100

この大会に参加するように
なったきっかけは？
この大会のベテランスタッフである友
達の誘いですね︒
あ まり みんなには話 してな いです
が︑その時 はここまで深 く関 わること
になるとは思ってなかったです︵
笑︶

それでも熱心に取り組む
ようになったのはなぜですか？
学 生 の頃 ︑アルバイト先 に車 イス利
用 者 対 応 のトイレがあったんです ︒あ
る時︑ひとりの車イス利用者のお客さ

上 げ たばかりで︑まだまだメンバー は

です︒実行委 員会 も︑この３月に立 ち

わりとひっこみじあんなんです が︑

少 ないですが︑これからどんどん増 え

ね︒

実 行 委 員 会 に参 加 してみんなで作 業

ますから︑自分も負けないようがんば

ひとことで言うならそれですかね？

︻裏表紙へ︼

すでに努力・工夫を尽くしたうえ
に︑さらに尽力すること︒

︵ひゃくしゃくかんとういっぽをすすむ︶━

━百尺竿頭一歩を進む

今月のことば⁝

アツい思いと共に今大会の指揮をとる︒

︵通称あやぱん︶

会の長

リー 大 会 実 行 委 員

2008車 イス体 験
ふれあいウォー クラ

今月のひと⁝ 澤野あや さん

今 までの大 会 以上 に盛 り上 がるこ
とを期待します！

ります！

するのはとても楽しいです︒

スタッフつながりで友 達 の輪 も広 が
りますし︒

ウォークラリーで
よかったことなどは？

んがそのトイレを使 おう としたとき︑
﹁こりゃだめだ！ と｣言って使用せずに
帰っていった事がありました︒

ヒマじゃなくなりました︵
笑︶

今回の大会をどのようにしたいで
すか？

なぜ﹁こりゃだめだ だ｣ったのか解ら
なかったんですが︑この大会に関わるよ
うになって︑そのエピソードを思い出し
たんです ︒実は未だによくわからない
んですよね︵笑︶
誰にでも使いやすくす ることって難
この大会 で︑少 しでもその答 えに近

スタッフ同士が助け合って︑楽しい大

〝みんななかよく〟
づければ︑みんなも同じ疑 問 を持って

会にす るのはもちろん︑参加者 とスタ

しいんだと知りました︒

くれればと思って取り組むようになり

ッフで一体感が感じられるような大会

から︑いろいろと学ばせてもらうつもり

なので︑スタッフのほとんどが先輩です

私自身︑去年の大会が始めての参加

になればとてもうれしく思います︒

ました︒

参加してみて感じたことは？
まず 思 う のは︑楽 しいってことです

❷

Volun TSU
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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！

ボランティア募集

（香良洲地区）

ボランティア募集

（久居地区）

地区社協イベント模擬店の
ボランティア募集！

今、あなたを必要としている人がいます！
いなば園「喫茶たんぽぽ」ボランティア

今年も、香良洲町の「ふれあいのかおり」に香良
洲地区社協が、焼きそば・綿菓子・ポップコーン・
かき氷の模擬店を出店します。
商品の販売や焼きそば作りのお手伝いをして頂
けるボランティアさんを募集しています。

知的障がい者福祉施設三重県いなば園にある喫茶店「たん
ぽぽ」のボランティアさんからお寄せいただいた感想です。

記
＊日時

平成２０年５月２５日（日）
９：００〜１５：００

＊場所

香良洲公園

（収益金は地域の福祉事業に
活用させて頂きます）

利用者さんのウエイター、ウエイトレスさんから「おばちゃんコ
ーラ」「おばちゃんプリン」と注文を受け「ハーイ！」「お待たせ」
と言いながら楽しく３時頃まで過ごしています。月２回ですが、
利用者さんと色々話をしているとかえって私が勉強になることが
多くあります。利用者さんの笑顔が私の頑張れる薬なのかなと
思います。
これからもできる限り頑張るぞ！…と思いながら今日も注文を
受けています。
いなば園では、「喫茶たんぽぽ」運営の他、散歩や話し相
手、おやつ作り、買い物外出、手工芸作品作りなどで多くのボ
ランティアさんが活躍されています。
皆さんもぜひお越し下さい。見学歓迎です。
三重県いなば園 企画グループ 野田
℡/059-252-1780
http://www.inabaen.com/

ボランティアセンター香良洲

ボランティアセンター久居

Tel／２９２−７７１１

Tel／２５６−１２０２

ボランティアスタッフを募集中！ 多数のご参加を!!
津市ボランティアセンターでは、車イスを利用したウォークラリー大会を
毎年開催しています。
実行委員（ボランティアスタッフ）を一般募集し、多数の参加のもと
実行委員会で企画・運営する大会です。
今年も 6 月の開催に向けて、去る平成 20 年 3 月 8 日（土）に
実行委員会を立ち上げました。
若い方から年配の方、身体障がい者の方も参加されています。
みなさまもぜひご参加ください。
※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）
❸ Volun TSU

実行委員の条件
一、市内・市外は問いません
一、自己の責任のもと、熱意
と 達成 の心 をもっ て取り
組まれる方
※大会参加者も、随時受け付け
予定
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春ですね(^-^)
春といえば…花粉症？いやぁ、桜ですよ
ね。
サクラといえば…横峯？いやいや、染井
吉野ですよね。

２００８年３月号
（２００８年３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。

さて、みなさんはどこへ花見に行かれま
すか？
食べすぎ、呑みすぎにご用心！(^^;)

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

百尺竿頭一歩を進む
（ひゃくしゃくかんとういっぽをすすむ）
工夫をこらした上に更に工夫を加える。登りつめた百
尺もある竿の上にあって、更にもう一歩進める。高い頂
上を極めても、それに満足しないで更に一歩上る。
転じて、もはや完全だと思われるものを、さらに努力
を加えたり、限界を超えようと一段と勇気をふるいたた
せることにたとえる言葉だそうです。

津市社協
ＶＣ津
ＶＣ久居
ＶＣ河芸
ＶＣ芸濃
ＶＣ美里

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 №13 2007.12 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

