平成 2３年度 10 月号 Vol．1
１１月９日（水）
ボランティア入門講座を開
講（2 ページ記事参照）
。
参加お待ちしています。

ボランティアセンターでは、ボランティア活動希望者・団体を
募集しています。
何をしていいかわからない人も、何かしたいことがある
人も、すでに活動されている人も、登録をお待しています。
あなたの気持ちと行動が、住みよいまちを
つくります。
すでに登録済みのみなさんへ
登録の際は、「どんな活動がしたいのか」などの
お願い
希望を、職員がたずねています。
また、登録後は随時ボランティア募集のお知
★登録内容に変更はありません
らせなどをしています。
か？変更があった場合は、当セ

ンターまで連絡してください。
★メールでの連絡が可能になっ
た場合も、ぜひお知らせ下さい。
★活動の報告も随時お待ちして
います。
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今年は、どなたにも身近な「食」がテーマです。どうぞ気軽に参加して下さい。

～

◆対象／ボランティア活動及び本講座に興味のある人 ◆参加費／300 円(保険代他)
◆持参品／弁当,水筒,筆記用具など ◆募集人数／先着 20 人
◆申込締切日／11 月１日(火)
◆日程･時間･内容
日程
時 間
内 容
会 場
◆開講式
◆ボランティアについて
9：45 ◆「食」について考える
11／9
メイトム宗像
昼食・休憩
(水)
結工房
16：00 ◆｢食」の情報について知ろう
◆自分にできるボランティア活動を考える
◆閉講式
◆申込･問合せ：宗像市ボランティアセンター
Tel 37－4100 Fax 37－4101
E-mail v-net@city.munakata.fukuoka.jp
※第一土と日・祝日の申込はＦＡＸまたはメールにて受付。

私は、現在「プレーパーク」と「シュワッチ」
さんの手話講習会に参加しています。毎回色々
な人に出会えて楽しいです。
月に一度のプレーパークの活動は、次回開催
までの楽しみと終わった後の寂しさで戸惑う時
もあり、もっと活動日があればと物足りなさも
感じてます。
「NPO 法人むなかた子ども劇場」さんのむん
ちゃんカーニバルに飛び入り参加で皿洗いの手
伝いをしました。皿洗いがとても楽しく、ボラ
ンティアで人のために役立ち皆を笑顔にするこ
とに感動をおぼえました。
今後は、障がいのある人やその家族の人にも
一杯笑顔になってもらいたいので、障がいのあ
る人に出会える活動があったら参加したいで
す。
そして、一杯笑顔にできる活動をしていき、
障がいのある友人もいっぱい作りたいと思いま
す。
（吉田 左京さん）

只今、点字
体験中！

プレーパーク
打ち合わせに
参加中！

おもちゃ図書館
CLOUD NINE OF MUSIC
私はサックス奏者と
して、東京で 20 年間
活動しておりました。
しかし、脳梗塞で右半
身麻痺、失語症になり、
2008 年に生まれた土
地、福岡に帰ってきま
した。
その後、｢クラウドナインオブミュージッ
ク｣を立ち上げ、老人ホームや障がい者施設、
学童ほかイベント会場などで、コンピュータ
ーによりバックミュージックを付けて演奏を
行っています。童謡やなつかしのメロディー、
昭和に流行った名曲などで好評を得ておりま
す。どうぞよろしくお願いします。

「おもちゃ図書館」は、毎月第 3 木曜日と
第 4 土曜日に、「ゆうゆうぷらざ１階交流室
２」で開館しています。
この度、ダウン症の子どもたちの療育支援
活動をされている「こばと学級」の要望によ
り、臨時開館をしました。8 月７日（日）当
日は、たくさんのおもちゃで思い切り遊んで
もらいたいと、午前 10 時から２階和室も図
書館として活用しました。
「布のおもちゃ」や
「的あてゲーム」などで遊んでいる子どもた
ちの笑顔や歓声に包まれて、保護者や協力し
たスタッフも大きな幸せを感じたひと時にな
りました。
（おもちゃ図書館 副代表 田中映一郎さん）
ん

（代表 森のぶゆきさん）

みんなが「しあわせ」にすごせる
まちをつくっていこう！
～ジュニアボランティアスクール開催～

ボランティアセンターでは、毎年様々なボ
ランティア講座を実施しています。
その中に、市内の小中学生が対象のジュニ
アボランティアスクールがあります。
年々習い事で忙しくなる子どもの参加を促
すのは大変ですが、参加した子どもの多くは
リピーターとして次の年も元気な姿をみせて
くれます。また、本講座の受講者が成長し、
福祉の仕事を目指して社協へ実習に来ること
もあります。やりがいを感じる瞬間です。ま
た、未来へ希望をつなぐ瞬間でもあります。
さて、今年も元気な小学 3 年生から小学 6
年生の 37 人が受講してくれました。今年は
応募が多く、お断りした子もいて申し訳なか
ったです。
安心して暮らせる街になるには、何ができ
るか、どうすればよいか、
「ユニバーサルデザ
イン学習」を通し考えました。
「自動販売機は使いづらいね、低い所に押し
ボタンがあったらいいな」と車いすとアイマ
スクを使った擬似体験で、障がいのある人の

日常生活を実感。また、環境学習では、海や
大気の汚染状況から、
「便利さを追求した生活
をやめて、地球や自然のことを考えないとい
けない」と気づきました。最終日に、ユニバ
ーサルデザインの視点から、多くの人が利用
する「ユリックス」を障がいのあるみなさん
と共に検証してみました。
「じゅうたん張りの
床だと車イスの車輪は滑りにくい」
「エレベー
タの場所が分かりづらい」など、改善する点
が多く見つかりました。
受講者ひとりひとりが、
「勇気」と「思いや
り」を胸に「強い支え」に育ち、幸せに暮ら
せるまちを築いて欲しいと願っています。

＊問合せ…記載のないものは当センタ―まで

おもちゃ図書館ボランティアスタッフ
募集！
① 開館日のおもちゃの貸出・返却の手続
き。来館者とのお話し。閉館日のおもち
ゃの消毒・整理、「たんぽぽ通信」の作成
など。【定期の活動】第１･第２木曜 13：00
～、第３木曜・第４土曜 14：00～16：00。
できることを、できる範囲で。小さな子ど
もさんがいても活動できます。
② おもちゃ図書館で使用する、布製絵本
やおもちゃ作りを一緒にしませんか？物
づくりが好きな人大歓迎。毎週木曜 10：
00～15：30 メイトム宗像 101 会議室

岬子育てサロン子ども見守りボランティア募集！
サロン開催中の未就学児の見守り、各イベントの手伝い。子ども
好きな人、一緒に楽しんでくれる人歓迎。
【活動】毎月第３水曜日 9：50～12：10 ゆうゆうぷらざ
すこやかライフサポーター子ども見守りボランティア募集！
バランスボール講座中の未就学児の見守り手伝い。仲良く温
かく一緒にいてくれる子ども好きの人を募集。
【活動】毎月第３土曜日 9：00～12：00 日本赤十字九州国際看
護大学実習室３
おもちゃ病院宗像 ドクター仲間募集！
毎月第３日曜日 13:00～16:00 市青少年センターで、おもちゃ
の修理をしています。一緒に活動する仲間を募集！問い合せ
は、090-9484-8676 おもちゃ病院川崎さんまで

◆◆◆◆◆◆◆◆◆ボランティアセンターからのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【ホームページ】
リニューアルしました。
お知らせや活動報告、ボ
ランティア募集など利
用してください。
【ボランティア広場】
V-net 登録者用の情報
掲示板です。

＊問合せ、掲載･掲示の希望は、当センターまで

【ボランティア体験日！】
10 月 19 日（水）13：30～15：00
テーマ『読み聞かせ』講師：野田美子
★随時参加できます★場所／当センター
【子どもまつりにて開館】
11 月３日（木･祝）イベントホールに｢お
もちゃ図書館｣を開館します。同ホール内で
は｢ともに生きる｣感
想文・絵画コンクー
ルの表彰や展示もあ
ります。どうぞご来
場下さい。
【市民活動交流まつり】
3 月 10 日･11 日実施予定！

【玄関前掲示板】
左端が、当センターの
コーナーです。

宗像市社会福祉協議
会では、赤い羽根共同
募金運動実施中！共
同募金は、募金いただ
いた地域でいきる寄
付金です。ご協力お願
いします。

【移送車貸し出します】
車いすのまま乗車できる移送車
の貸し出しをしています。利用
には、登録・申請が必要です。

【保険〗
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや損害賠償責任を補償するボ
ランティア活動保険、ボランティア行事用保険の受付を行っています。
災害ボランティア活動の場合は、天災タイプに加入して下さい。
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本紙掲載記事に関する
問い合わせ・申し込みは、
宗像市社会福祉協議会
宗像市ボランティアセンター
宗像市久原 180 メイトム 1 階
TEL 0940（37）4100
FAX 0940（37）4101
E-mail
v-net@city.munakata.fukuoka.jp
ホームページ
http://kouryuukan.com/v-net/

