
 

●第 21 回ランティアのつどい ボランティア団体一堂に！           

●ボランティア募集中！    ◆中学生の学習支援    ◆施設でのお手伝い     ◆施設でのお手伝い              

               ◆イベントのお手伝い   ◆施設でのお手伝い     ◆小学校支援員募集      

●参加者募集！ 傾聴ボランティア養成講座開催します   

●東日本大震災復興支援の取り組み 

●東日本大震災街頭募金 

●釜石物産販売 
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ボランティアのつどい 
第 21回  ボランティア団体 

一堂に！ 

3月 18日（土）せやまる・ふれあい館で開催されました。 

この催しは、「釜石からのメッセージ 2017」、「中学生・高校生ボランティ

ア活動報告会」や点字・音声訳や手芸体験コーナー、車いすの試乗、カレー・タコ

スなどの販売もあり、ボランティア団体の発表の場となっています。 

今年度は、区民活動センターの団体も加わり、ミニミュージカルやかがく工作品

の展示、歌声サロンなどもあり、来場者の年齢層の幅も広くとてもにぎやかなイベ

ントとなりました。 

  

アクリルフェルトで作る 
ひよこちゃんキーホルダー 

大人気 

横浜隼人高校 
ボランティア同好会 

活動報告ブースも好評♪ 

ご来場くださいましたみなさま 
ボランティア・関係者の方々 

たいへんありがとうございました！ 

地域ボランティアに取り組む「中学生・高校生ボランティア活動報告会」 

でした 

今年も瀬谷区被災地支援実行委員会主催で、 
3月 11日（土）に三ツ境駅・瀬谷駅で街頭募金を実施
しました。三ツ境駅は 25名（内横浜隼人高校生徒 10
名）、瀬谷駅 15名の方がボランティアバス運行のため
の募金活動に参加しました。 
合計で 148,609円の善意が集まりました。募金は全

額、瀬谷区社協被災地支援事業へ寄付されました。 
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3月 18日(土)に開催された「第 21回ボランティアのつどい」の中で、 

釜石からのメッセージを実施しました。釜石市社会福祉協議会事務局次

長菊池亮さんにお越しいただき、地域ぐるみで災害に立ち向かう大切さを

お話していただきました。 

「避難施設や必要な物資を確保するには、地域の施設や人材とのネット

ワークを作るため防災訓練や地域行事などを通じて交流を深めることが重

要。想定した通りにはいかない場合はあるが地域のつながりが強ければ臨

機応変に対応できる」と強調されました。現在は、低所得の高齢者が仮設

住宅を転々としなければならず、住民同士のコミュニケーションがとりづらい

という状態が課題の一つとなっているとお話されました。 

釜石高校 3年生寺﨑幸季さんからは「『仮設住宅を家と

呼び、愛着を持って暮らしてほしい』と自ら声を上げ、全国

的に展開した「マグネットぬりえプロジェクト活動」のお話をし

ていただきました。住民からは「壁のマグネットを見ると明る

い気分になる。素晴らしい」と嬉しい声も聞くこともできたとの

こと。寺﨑さんは今年釜石を離れるにあたって「大学でまち

づくりを学び、この 6年で見てきたものを見つめ直し、釜石で

必要とされる新しい形を持って戻ってくる」と意気込みもお話

されました。  

「地域住民の力が重要」 

12月 3日(土)に開催された「せや
まる・ふれあいまつり」、3月 18日(土)
に開催された「ボランティアのつどい」に
て、瀬谷区被災地支援実行委員会と
ボランティアバスに参加したボランティ
アが中心となって、釜石物産展を実施

しました。両日とも大盛況で完売とな
り、324,660円の売上となりました。 
販売・購入にご協力いただいたみな

さま、ありがとうございました。 

タイル状のマグネットシート
で彩られた仮設住宅の壁 

ご協力いただきました 
みなさま 

ありがとうございました♪ 
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① 6 月 9日（金） 9 時 30 分～12時 傾聴とは？ 

② 6 月 16 日（金） 9 時 30 分～12時 傾聴の技法〔1〕 

③ 6 月 23 日（金） 9 時 30 分～12時 傾聴の技法〔2〕 

④ 6 月 24(土)～28日（水） 

のうち 1 日 

日程は第 1 回目に 

説明します 

区内の高齢者施設で 

体験実習 

⑤ 7 月 6日（木） 10 時～12 時 振返り・修了書授与 

お申込み・お問合せは 

瀬谷区ボランティアセンターへ！ 

≪イベントのお手伝い≫ 
こどもログハウスにて春のイベントを開催しま

す。今回は「こどもスポーツフェスティバル」

です。ボランティアの方にも楽しく活動していた

だけるイベントです。 

ぜひ、ご参加ください。 

日時：平成 29 年 5 月 20 日（土） 

12 時 30 分～16 時 30 分 

場所：瀬谷中央公園こどもログハウス 

および瀬谷中央公園 

内容：「こどもスポーツフェスティバル」の手伝

い、会場設営補助・受付補助・会場への

誘導・整理・片付けゲームの補助など 

募集：性別不問 中学生以上 5～6 名募集 

ボランティア活動保険要加入（本人負担） 

動きやすい服装でご参加ください 

募集締切り：5 月 12 日まで 

実施団体：NPO 法人区民施設協会・せや 

 

≪施設でのお手伝い≫ 
デイサービス輝の杜はマークスプリング内に

あります。利用者の方に充実した１日を過ごして

いただくため、「楽しさ」を提供できるようお手

伝いをさせていただいております。ボランティア

の方に来ていただくと、とても良い刺激になりま

す。どうぞ、お気軽にいらしてください。 

日時：月曜日～土曜日 10 時 30 分～15 時 

   ※午前または午後のみでも可 

場所：五貫目町 10-38     

内容：デイサービスでのレクリエーションのお

手伝い（風船バレーの準備・片付けや合

唱時の歌詞の張替えなど） 

募集：性別、年齢不問、数名募集 

ボランティア活動保険要加入（本人負担） 

動きやすい服装でご参加ください 

実施団体：デイサービス輝の杜 

 

≪中学生の学習支援≫ 
区内中学生を中心とした子どもの学習支援と居

場所づくりを提供しています。専門的な知識は

必要ありません。話し合いながら、子ども 1人 1

人のペースに合わせてサポートしてください。 

名称：このは塾 

日時：毎週月・木曜日  

※どちらかだけでも可 

18 時～21 時 

場所：せやまる・ふれあい館 2 階 

（二ツ橋町 469） 

内容：中学生を中心とした子どもの学習支援、

話し相手など 

募集：性別不問、大学生以上、数名募集 

費用弁償：あり 

実施団体：NPO 法人あすなろ 

 

 

≪施設でのお手伝い≫ 
「でっかいそら」はお子さんが楽しい時間を過

ごし、またご家族の方が安心して預けられるよ

う「障がい児放課後活動事業」を行っています。

日常生活における基本活動の習得や集団生活

に体験を通して援助することを目的としていま

す。元気いっぱいな子どもたちを見守りながら

一緒に遊んでください。 

日時：月曜日～土曜日 13 時～17 時 

場所：☀おひさま 本郷 1－63－12 

    ☀ひだまり 本郷 3－1－21 

内容：障がい児の放課後活動事業 

   遊び相手、見守り、トイレ介助など 

募集：性別不問、高校生～50 才代 

   2～3 名募集、ボランティア活動保険要

加入（本人負担） 

動きやすい服装でご参加ください 

費用弁償：あり 

実施団体：NPO 法人でっかいそら 

 

≪施設でのお手伝い≫ 
 「グループホーム サロン・ド・せや」は自然に囲まれたアットホームなグループホームです。

「その人らしいあり方を尊厳を持って支えることをモットーに、日々支援しております。専門的な知識

は必要ありません。お手伝いしていただける方募集中です。                                               
 
日時：曜日不問 9 時 30 分～17 時 

場所：中屋敷 1-37-8 

内容：利用者の話し相手 

散歩時の付添いなど 

募集：性別・年齢不問 数名募集 

室内履き持参 

実費弁償：あり（交通費実費）    

実施団体：グループホーム サロン・ド・せや 

認知症カフェのお手伝い募集！ 

日時：偶数月の第３金曜日 

13 時 30 分～15 時 30 分 

場所：中屋敷 1-37-8 

内容：利用者の話し相手、お茶出しなど  

募集：性別・年齢不問 数名募集 

室内履き持参 

実費弁償：あり（交通費実費）    

 

 4月 21日（金） 
開催！ 

 中・高・大学生 
大募集！ 

 

 
受講者 
募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

会場：パートナーせや（せやまる・ふれあい館 2 階） 

申込方法：往復はがきに「住所・氏名・年齢・電話番号・申込み理由」を記入の上、 

瀬谷区社会福祉協議会まで郵送ください。 

募集人数：15 名※申込み多数の場合は選考させていただきます。      

申込み締切り：5 月 24 日（水）必着 

参加費：1,000 円（資料・保険代他） 

問合せ・申込み先：瀬谷区社会福祉協議会（二ツ橋町 469 せやまる・ふれあい館 2 階）  
       ☎：045-361-2117  

「傾聴ボランティア・えがお」は現在 10 か所の高齢者施設で、約 30 名が
傾聴（話し相手）ボランティア活動をしています。話をしてくださった方の
笑顔がボランティアにとって嬉しいごほうびです。 
話の聴き方を学び、コミュニケーションに役立てませんか？ 

講座終了後、 
「傾聴ボランティア・えがお」 
で活動のできる方お待ちし
ています！ 

 

≪小学校支援員募集≫ 
大門小学校で特別支援教育支援員を募集しています。 

特別支援教育支援員とは、特別な支援が必要な児童生徒に対して、校内及び校外活動において学習

面や行動面の支援を行うボランティアのことです。 

日時：月曜日～金曜日 児童生徒の活動時間  ※時間・曜日は要相談 

場所：大門小学校（本郷 3-47-5）    

内容：学校内での学習、生活の支援、トイレ・移動の介助、校外学習の支援、車いす移動の介助 

募集：性別不問、２～３名募集 

その他：活動内容・条件が合致したならば学校長と面談していただきます。面談の結果、学校長が

必要と認めた場合に「特別支援教育支援員」として登録、活動が開始します。 
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