ピックアップ記事／日本中を旅して、ボランティア活動を行うシンガーソングライター 松尾貴臣
［ More topics ］
□地域ボランティア掲示板 ／龍王桜マラソンボランティア募集【芸濃】、ボランティア初めの一歩【津】
□2013 車イス体験ふれあいウォークラリー大会 実行委員会ボランティアスタッフ募集
□ホームページ情報 ／ボランティアセンター登録及びボランティア活動保険の更新について
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■ホスピタルライブ（ボランティア

■ボランティアセンターへの想い

私のように、全国を全国の病院や

宣告されたとは思えない程にたくま

の女性と出逢いました。余命半年と

り、どんな対象者さんがいるか、自

た事もない地域にどんな施設があ

る活動をしようと思った時、行っ

ーソングも披露しています。
「手拍子 ホスピタルライブ（ボランティアラ
によって体のリハビリを」
「一緒に歌 イブ活動）を実施させていただきま

わりじわりと日本中を元気にしてい

したい人と、してほしい人を結んで

くれる、それを知ってからは、日本

全国のボランティアセンターに連絡

をして、以前よりもスムーズにボラ

ンティア活動を行えるようになりま

した。また、ボランティアセンター

には、専門員の方が居て、ボランテ

ィアに関する様々な相談も受けてく

れます。ぜひ一度興味がある方は訪

れてみては、いかがでしょうか。

今日のひと… 松尾貴臣 さん

年 月 日
1979
長崎市生まれ。音楽

活動家。シンガーソ

ングライター。
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ライブ活動）への想い

しいその生き方に強い衝撃を受ける

分で探すのはとても困難な事です。

高齢者施設、障がい者施設などを巡

と同時 に、本当に自分は一片の悔い

また、私も最初、そうでしたが、
「飛

年にとある末期がん

もなく日々を生きているのだろうか

び込み」のスタイルになってしまう

私は、平成

と考えさせられました。そんな想い

ので、施設側からも怪しく思

われてしまうんですね（笑）。そんな

中全国には、社会福祉協議会があり、

ボランティアセンターがある事を友

回 日本 ホ ス

人に教えてもらいました。 ボラン

日（金）に芸濃

分のライブの中では、 祉協議会のボランティアセンターさ

25

ティアセンターは、ボランティアを

ピ ス・在 宅ケ ア研究 会全国 大会
in
千葉」のイメージソングに選ばれた

に読む物語」が、「第

を込めた自身の３枚目のＣＤ「きみ

また、入居中や入院中の皆さん、

もありましたが、回を重ねるに連れ 奏機材を車に積んで持参し、全国各
「心のこもった 歌」というものは年 地の施設に訪問しています。現在７
齢や健康状態を超え、誰の心にも届 ００公演を行いました。（平成 年
き 得 る も の で あ る こ と を 知 り ま し 月 日現在）津市でも、津市社会福
た。通常約

月

18

に歌えるような世代に合わせたカバ 総合支所と、はくさん作業所にて、

自 身 の 作 品 以 外 に も み ん な で 一 緒 んを通じて、

2

寄りの方々や入院患者の皆さんに受 したい」という想 いから坂本龍馬の
け入れられるのだろうかという不安 衣装を身に纏い、スピーカー等の演

た。
ッフの皆さんに「非日常を感じるこ
当初は私のような若者の歌がお年 とのできるエンターテイメント提供

「ホスピタルライブ」を開始しまし そしてその方々を周りで支えるスタ

齢者施設、障がい者施設などを巡る

ことをきっかけに、全国の病院や高

16

うことによって心のリハビリを」と した。このボランティア活動が、じ
考えます。

17

1

ると確信しています。

4

6

音楽ボランティアで日本を元気にしたい

松尾 貴臣

全 国を舞 台に坂 本龍 馬を ほうふ つとさ
せ る羽織袴 でギタ ーを手 に「歌う 坂本龍
馬」として全国の病院や福祉施設を訪れ、
ボ ランティ アでラ イブ活 動を続け ている
長崎県出身のシンガーソングライター、松
尾貴臣さんが、平成 年 １月 日に津市
にて、ホスピタルライブ（ボランティアラ
イブ）を行った。
ホ スピタ ルライ ブ（ ボラ ンティ アライ
ブ）をはじめたきっかけやボランティアセ
ンターについて話していただいた。
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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！

龍王桜マラソン&ウォーキング大会
当日ボランティア募集
この大会はボランティアの力で運営してい
ます。
あなたもボランティアスタッフとして大会
を盛り上げませんか？
＊日時

平成２５年４月１４日（日）7:00～
（スタッフ集合）

＊場所 津市錫杖湖水荘 広場
※３月下旬に打ち合わせ会を予定していま
す。

ボランティア初めの一歩
趣味を活かして
ボランティアしてみませんか？
地域のふれあい･いきいきサロンで

音楽、折り紙、手芸、囲碁・将棋、手品など
趣味を活かしたボランティア活動があります。

「空いた時間に

できる範囲で

楽しんで」

を合言葉にボランティアしてみませんか？
活動日時
要相談（＊希望を聞かせてください）
主な活動場所
津市内

ボランティアセンター芸濃

津市ボランティアセンター

Tel／２６５－４５３１

Tel／２１３－７１１１

●時間：１８：３０～２０：３０
●場所：津市大門７－１５(センターパレス３Ｆ)
変更の場合がありますので、事前にお問
い合わせください。
●お問合わせ：津市社協地域福祉課 ℡246-1165

SUN
【雨天の場合は６/９(日)に延期】

車イス WR Web 検索
Volun TSU
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津市社会福祉協議会ホームページの
ボランティアグループ情報を更新し
２０１３年３月号
（２０１３年３月１５日）
発行／津市ボランティアセンター

ました！
津市社会福祉協議会のイベント情報や、ブ
ログ、ボランティアグループ情報等アップし
ています。
デザインも一新され、より見やすく、探し

※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。

やすくなりましたので、ぜひ一度ご覧くださ

社会福祉法人

い。

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

ＨＰアドレス
http://www.tsu-shakyo.or.jp/

携帯ＱＲコード

津市社協

Web 検索

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

当センターへは多数のボランティア団体および個人ボランティアのみなさまにご登録をいただいて
おります。つきましては、平成２５年度に向けて活動内容の把握をしたいと思いますので、登録情報
の更新及びボランティア活動保険の更新についてご理解とご協力をお願いいたします。
詳細は上記の各支部にお問い合わせください。
平成２５年度のボランティア活動保険の保険料は下記の内容になります。

※自然災害（地震・噴火・津波）に起因したケガの補償をする「天災タイプ」もあります。
保険金の種類
(掛金)

Ａプラン (３００円)

Ｂプラン (４５０円)

死亡保険金

１，２００万円

１，８００万円

後遺障害

１， ２００万円

１，８００万円

（限度額）

（限度額）

保険金
けがの補償

ご加入プラン・補償金額（基本タイプ）

入院保険金日額
手術保険金

６，５００円

１０，０００円

入院保険金を支払う場合で事故発生から１８０日以内の手
術。入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率。
１事故につき１回の手術に限る。

賠償責任の補償

通院保険金日額

４，０００円

６，０００円

賠償責任保険金

５億円

５億円

（限度額）

（限度額）

（対人・対物共通）
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