ピックアップ 記事／ボランティアに魅せられて 高田短期大学学生ボランティア(津津うらボランティア)
［ More topics ］
□地域情報 ／Ｌｅｔ`ｓ江 2010 カムカムフェスタ（河芸）、あいふぇすた三重 2010(津)
□津市ボラセン情報／ いなば園ふれあい祭りボランティア募集！
□津市ボランティアセンターをご利用ください
□第 16 回 ザ・チャレンジドゴルフトーナメント ボランティアスタッフの参加募集
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高田短期大学、学生ボランティア

ボランティアに魅せられて

津 市河芸町 の千里 ヶ丘地 区社会福 祉協
議会 が主催する 「ひとりで も最期まで 安
心し て暮らせる まちづくり 事業」のひ と
つで ある『千里 きっさわら い』や津市 社
会福 祉協議会と ボランティ ア実行委員 会
が主 催する『車 イス体験ふ れあいウォ ー
クラ リー大会』 など幅広い 分野のボラ ン
ティ アとして活 躍している 高田短期大 学
の学 生３人にボ ランティア の魅力を語 っ
ていただきました。

第 1１回

ボ ランテ ィアを 始め たき っかけ
は？

回数を重ねるごとに、嬉しい現象

なんか、とても心地がいいんですよ。

が起きています。学生ボランティア 自分の居場所っていうか・・・こういう

の間では、
『コートチェンジ！』って 場所を広げていくのが夢です。

呼んでるんですが、喫茶サロンの受

そうすれば自然と、地域の活性化や地

初めは、興味本位ですかね（笑）

付って、最初は、主催者の千里ヶ丘 域 福 祉 の 基 盤 づ く り に 繋 が っ て い く と

任されるようになりました。

いつかは自分のふるさとでも、こうい

松井 涼 さん

が趣味です。

ンティア活動

最近は、ボラ

田中 亜由美 さん

観戦です。

や、スポーツ

趣味は、音楽

尾崎 美香 さん

しています。

ティアを目指

「熱血」ボラン

尾鷲市出身。

今日のひと…高田短期大学２年生

思っています。

んですね。そのうちに私達が受付を う「つどいの場所」を作りたいなぁって

会福祉協議会の職員さんがしていた

地区社会福祉協議会の役員や津市社 思います。

でも、だんだんとボランティア活動
の 中の 出
｢会 い や
｣「つながり」に魅力
を感じはじめました。
最初は、赤い羽根共同募金活動など
１日で終わる活動が多く、運営や企画

いた「地元の小学生」が受付を担当

今では、参加者として遊びに来て

そんなボランティア活動を重ねて

してくれるようになりました。まさ

までは参加していなかったですね。
いくうちに、地域の住民活動の運営に

に、地域の力で作るサロンが、進化

の充実にかかわることが夢ですね。

ボランティアの活性化と地域福祉

最後に将来の夢について

ます。

ます。学生の活躍の場が広がってい

一身田豊野でもサロンが開かれてい

店、３号店ができました。さらに、

現在、河芸町千里ヶ丘地区に２号

るかもしれません（笑）
。

したと思います。深化したとも言え

参加するようになりました。
それが『千里きっさわらい』です。

「千里きっさわらい」について
千里きっさわらいは、誰でも参加出
来る喫茶形式のサロンです。
そこで、ボランティアスタッフとし
て、運営に関わって活動しています。
そこでは、学 生 ボランティアも運 営 の一
員 として自 分 の意 見 が尊 重 さ れます 。
私たち学 生のことも認めてくれているの
が嬉しいですね。

ボランティアと聞くと、どうして

も奉仕というイメージが強かったん

です。でも、一歩踏み込んで実際に

活動をしていくと奉仕、というより、

自分が得るものの方が、実は大きい

んです。楽しくて夢中になっていま
す！

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

（河芸地区）

「Ｌet’s 江 2010 ｶﾑｶﾑﾌｪｽﾀ」
ｲﾍﾞﾝﾄ情報・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集！
＊日時 平成 22 年 10 月 3１日（日） 10：00～15：00
＊場所 津市河芸第二グラウンド南駐車場
＊内容
一日商店街＆抽選会
（予定）
レディオキューブ FM 三重公開録音
「日野美香」・戦国時代村ショー
大河ドラマ江アトラクション
太鼓演奏、キッズダンス
クラシックカー大集合
津市社会福祉協議会コーナーなど
（赤い羽根共同募金啓発コーナー）
＊主催 津北商工会（℡245-5678）
※津市社会福祉協議会コーナーでは、
当日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！！

ボランティア募集

社会福祉法人

（津地区）

三重県視覚障害者協会主催

「あいふぇすた三重 2010」を開催!!
三重県視覚障害者協会では、会員相互の連携を深
め、ボランティアや介助者の皆さんの活動に感謝す
るとともに、視覚障がい者福祉のなお一層の充実・
向上が図られることを目指し「あいふぇすた三重
2010」を開催します。
＊日時 平成 22 年 10 月 14 日(木)
午前 10 時～午後 3 時
＊場所 津リージョンプラザお城ホール

ボランティアさん募集中!!
内容は受付、後片付け、視覚障がい者誘導な
ど、詳細についてはボランティアセンター津まで
ご連絡ください。

お問い合わせ

お問い合わせ

ボランティアセンター河芸

ボランティアセンター津

Tel／２４５－８８８８

ボランティア募集

いなば園ふれあい祭りが開催されます！
日
時：平成２２年１０月１７日（日）10:00～14:00
※雨天非公開
場
所：津市稲葉町３９８９ 三重県いなば園 ふれあい広場
対
象：どなたでも
内
容：利用者さんの付き添いや模擬店のお手伝いなど
申込方法：１０月４日(月)までに電話でご連絡ください
知的障害者児施設・指定障害者支援施設
いなば園 地域支援グループ 担当：畑
Tel ０５９－２５２－１７８０
備
考：謝礼はありません
（模擬店のチケット支給あり）

❸ Volun TSU

Tel／２１３－７１１１

(三重県いなば園)
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現在、津市内でボランティア活動をされている、
個人の方や団体のみなさん。
ご存知ですか？津市ボランティアセンターを…

２０１０年９月号
（２０１０年９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。

津市ボランティアセンター
＊設
置／社会福祉法人 津市社会福祉協議会内
＊主な業務／ ★ボランティアに関する相談の受付
★助成金など、各種の情報提供
★関係事業やイベントの開催など
津市内のボランティア活動を活発にするための
事業をはじめ、市民や学校、団体などに呼び
かけを行います。
＊場
所／津市社協 各支部
ぜひご利用ください。

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
〒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

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

第１６回 ザ・チャレンジドゴルフトーナメント
厚生労働大臣杯 全国身体障害者ゴルフ大会
・前夜祭
平成２２年１１月２日(火)
日本チャレンジド・デフゴルフオープン
・開催日
平成２２年１１月３日(祝)
第１６回ザ・チャレンジドゴルフトーナメント
・会場
津カントリー倶楽部
(津市片田長谷町３０番地)
・内容
コース内での選手サポートなど大会運営
お問い合わせ
ＮＰＯ法人 日本ザ・チャレンジドゴルフ協会
〒514-0077 津市片田長谷町３０番地
電話 059-239-1511

ＦＡＸ 059-239-1512

e-mail : challenged@tsu.co.jp
Volun TSU

