ピックアップ記事／ よっといで!!

ＮＰＯさん！ ボランティアさん！

～津市市民活動センター～

【津津うらボランティア】

［ More topics ］
□地域ボランティア掲示板 ／ 美里地区
□津市ボラセン情報 ／ 平成１９年度 津市民ボランティア講座の
そば打ち＆バルーンアート フォローアップ講座を開催しています!!
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第７回
運営をする津市ＮＰＯサポートセンターの
アツい想いとは？

津 市 内 のＮＰＯや ボランティア活 動 など、
市民活動をサポートするプロフェッショナル！

今回は、津センターパレス３階にある、津市
市民活動センターを訪ねました。

よっといで !!
ＮＰＯさん！ボランティアさん！
～津市市民活動センター～

津市市民活動センターについて
教えてください。
どういうところですか？
川／津市を拠点に活動しているＮＰ
Ｏとボランティア団体を支援していると
ころです。
各 種 講 座 、サロン開 催 などのソフト
的な支援と会議室、コピー機の貸出な
どのハード的な支援をしています。

設置運営はどこですか？
また、どこに行けば
相談できますか？
川 ／公 設民 営です。津市 が所 有す
る建物で、運営はＮＰＯサポートセンタ
ーが行っ
ています。
場所は津センターパレス３階です。社
会福祉協議会と同じフロアです。

どんなスタッフがみえますか？
川／男性スタッフ２名、女性スタッフ
７名の合計９名で働いています。
ボランティア経験のある人が多く「
地
域に貢献したい！」「
この街を良くした
い！」
という熱い気持ちを持っ
てスタッフ
一丸となっ
て頑張っ
ています。

市民活動センターに入られた
動機を教えてください。
豊／私は、ここへ来る前は企業のマー
ケティングスタッフをしていました。イベ
ントの司会が多かっ
たです。
ここで働くきっ
かけは、ＮＰＯ活動し

ている知り合いからの紹介です。
これだ！と思いましたね。
川／中学生の時から社会福祉協議
会 のワークキャンプ、車 イスウォークラ
リー大会に参 加者やスタッフとして参
加していました。そののち、大学の就職
活 動中に、偶然 この場所でここに働 く
友人と出会っ
て話をしたことがきっ
かけ
です。
すいこまれるように入っ
ていきました
ね。

どんな方が相談にみえますか。

川 ／ 老 若 男 女 、様 々 な方 がみえま
す。お越しになられる方の中には、パソ
コン関係が不得意な方も多く、ＩＴ相
談 やＮＰＯ法 人 の設 立 相 談 など相 談
内容も多岐にわたります。

最後に、市民活動センターが
目指すものを聞かせてください。

豊 ／ 津の中 心 市街 地をも っとも っと
活気のある街にしたいです。また、ＮＰ
Ｏフェスティバルなどを通じて社協さん

とも関 われたので、これからも っとも っ
といろいろなことを一緒にやっていけた
らいいなと思います。
川／市民の方にＮＰＯのことを知っ
て
もらいたいです。そしてＮＰＯで働きた
いという人が増え、地域の活性化につな
がることを願います。
また、ＮＰＯで働 ける環境 づくりに
も力を入れていきたいです。

津市市民活動センターの活躍を期待
したいと思います！

今月のひと… 川北 輝 さん
豊田かよ子 さん

センターで働く、津市の市民活動を陰
ながら支え、津市活性化を目標（野望？）

とするお二人。

今月のことば…

┃愚公山を移す （ぐこうやまをうつす）┃

どんなに困難なことでも努力を続
ければ、やがては成就するというたと
え。

【裏表紙へ】

❷
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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

（美里地区）

炊き出しボランティア募集
（昨年度の様子）

美里町ボランティア連絡会では、下記の日程で災害時
を想定した炊き出し訓練をおこないます。
「災害時に手に入れやすい材料で、作りやすく美味し
いレシピ」を基本テーマに昨年度から取り組んでいます。
訓練当日は、美里地区防災訓練参加者２５０人分の炊
き出しを予定しています。
ご協力いただける方は、事前に下記連絡先までご連絡
ください。
日 時

平成２０年９月１３日（土）
【雨天の場合１４日（日）に順延】
８：３０現地集合

会 場

津市立辰水小学校グラウンド

連絡先 ボランティアセンター美里

ボランティアセンター美里
Tel／２７９－３３６６

津市社会福祉協議会（津市ボランティアセンター）では、平成１９年度に開催した津市民ボランティア講座を受
講された方々のレベルアップのためのフォローアップ講座を開催しています。
講座内容は…
●そば打ち
●バルーンアート

【シニア・団塊世代を対象に開催しました。 主に年配の方が参加しています】
【中・高生を対象に開催しました。 主に高校生、短大生が参加しており、受講生以外の新規
参加の方もいます】

受講されていない方も参加できますので、
興味がある方はぜひご参加ください！
※申し込み・問い合わせは、津市社会福祉協議会まで！
各支部内の地区ボランティアセンターで受け付けています。 （連絡先は本誌裏表紙に記載）
❸ Volun TSU
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お元気ですか？しめじです。

２００８年８月号
（２００８年８月３０日）

いやぁ～今年の夏は暑かったですねぇ
～！
元気だけが取り柄だった私も、ついつい
軽く熱中症デビューしてしまいました。
(´Д`)

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。

最近は、虫の声に秋を感じますね
(o^-^)o

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

愚公山を移す（ぐこうやまをうつす）
愚公という老人が、交通の便をよくするために一
族で自宅の前にある山を崩しはじめた。これを見た
知人が、その愚かさを笑ったのに対し、愚公は、子々
孫々続ければいつかは成功すると答えた。その志に
感じた天帝が一夜で山を移させたという話だそう
です。
愚かしいまでに一途な愚公と、物知り顔の知人、
対照的な人物像が面白い話ですね。

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
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ぼらん津 読者の声

き

ぼらん津 №18 2008.8 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

