平成 23 年度 Vol．2

今年も、手話講習会の新規受講者を募集します！気軽にご参加下さい。
火曜コース

19:00～21:00（初回 4 月 17 日）指導グループ/手話サークル「シュワッチ」
場所：メイトム宗像 202

金曜コース

13:30～15:30（初回 4 月 13 日）指導グループ/玄海手話サークル「ゆび」
場所：宗像市商工会玄海支所商工会館２F

土曜コース

13:00～15:00（初回 4 月 14 日）指導グループ/手話サークル「シュワッチ」
場所：メイトム宗像 202

☆受講料／全コース年間 500 円
☆見学可能／事前に申込下さい

☆テキスト代／200 円程度（受講料とは、別途要）

申込･問合せ 宗像市ボランティアセンター Tel 0940－37－4100 Fax 0940－37－4101
E-mail v-net＠city.munakata.fukuoka.jp
※ 第１土と日・祝日の申込はＦＡＸまたはメールにて受付。
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各種登録･申込･更新のお知らせ
ボランティア活動者・活動団体
ボランティアセンターでは、個人およ
び団体の登録を随時募集しています。
ボランティア活動に興味のある人には、
ぜひ当センターへの登録を紹介して下さい。
登録の際は、「どんな活動がしたいのか」
などの希望や、活動に関する相談を伺って
います。

新規登録募集
登録済みのみなさんへお願い

◆次の事に該当する人(団体)は、速やか
に当センターに連絡して下さい。
・代表･担当者･連絡先の変更
・移転などで宗像市を離れる人
・メールアドレスの変更
・その他登録内容の変更

登録後は随時ボランティア募集や講習会
のお知らせをしています。
！

平成 24 年度ボランティア活動保険 加入手続き
３月 14 日(水)より随時受付！
☆日本国内における、ボランティア活動中におこる様〄な事故に対する備え
として、無償で活動するボランティア活動者を補償する保険
☆ボランティア活動中に物を壊したり、ケガを負わせてしまった時の、
「損害
賠償責任」も補償。
☆当センターへボランティアの提供登録をしている人や団体に対し、保険金
を一部助成します。
☆加入手続き時は、①印鑑（認印可）、②保険料、③構成員の名簿（団体加入
の場合のみ）が必要です。来所時に、持参して下さい。

平成 24 年度車いす移送車

利用登録・更新

3 月下旬より随時受付！

当センターでは、車いすのまま乗り込める移送サービス用福祉車両を貸し出しています。
買物･旅行･通院など色〄な目的で利用できます。
利用できるのは？
❤市内に住む車いす利用者で、運転者の確保ができる人
❤市内を拠点とした福祉団体などの活動に参加する市外在住の人
利用できる日時・運休日
❤利用回数は 1 週間に 2 回まで。9:00～17:00。宿泊を伴う場合は 1 泊 2 日まで利用可能。
運休日は、第 1 土曜日、日曜日、祝日、法定車検期間
貸し出しと返却
❤利用無料、ただし燃料を満タンにして返却
申込み方法
❤事前に利用登録が必要です。
（年度ごとに再申請が必要です）
❤利用希望日の１ケ月～1 週間前までに、当センターへ電話で仮予約、申請書提出

☆キャラバン(リフト式)
定員 8 人＋車いす 2 台

☆ノア(スロープ式)
定員 3 人＋車いす 2 台

おもちゃ図書館が移転します
「ゆうゆうぷらざ」閉館にともない、「おもちゃ図書館」がメイトム宗像敷地内の、
現 居宅介護センター・ホームヘルパーセンター 内 に移転します。
【３月末までの開館日】

開館時間

各 14:00～16:00

貸し出し

返却

場所

2 月 25 日（土）

○

○

ゆうゆうぷらざ

3 月 15 日（木）

○

○

〃

3 月 24 日（土）

×

○

＊メイトム宗像

ボランティアセンター

＊3 月 24 日（土）は、移転準備の為、ボランティアセンターにて返却のみ受付。
貸出はできませんので、ご注意ください。
【４月以降の開館日】
詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。問い合わせは、ボランティア
センターまで。利用対象および利用方法は変わりません。

輝く自分に出会う 3 日間

～福祉ボランティア養成講座～
参加者募集！

平成 24 年 3 月 6 日（火）、9 日（金）、13 日（火）10:00～16:00
会場／メイトム宗像（宗像市久原 180） 受講料／500 円
定員 20 人
対象／宗像市内外に在住、通学、通勤中の人など。ボランティア活動に興味・
関心のある人、新たな自分を発見したい人ぜひ参加して下さい。
読み聞かせ
（A コース）

手話と要約筆記
（B コース）

おもちゃ図書館
（C コース）

講師
宗像市地域福祉文庨連絡協議
会のみなさん(会長 逸見清美)

講師
手話サークル「シュワッチ」
のみなさん(代表 青木光子)

乳幼児や子どもだけではな
く、高齢者を対象とした読み
聞かせなど、活動の幅は広が
っています。本の楽しさや素
晴らしさを伝える活動です。
子どもたちとふれあう手遊
び・わらべうたなどもまなび
ます。

聴こえの丌自由な人のた
めに話し言葉を伝える情報
伝達手段「手話」
「要約筆記」
を学びます。聴力の衰えを感
じる人にも、聞こえを補う手
助けとなっているコミュニ
ケ―ション方法です。

講師
永原伸子さん(言語聴覚士)
おもちゃ図書館
ボランティアスタッフ
障害のある人や子どもに
「おもちゃ」の素晴らしさ
や遊びの楽しさを伝えるボ
ランティア活動です。
障害のある人とのコミュ
二ケ―ション学習、布のお
もちゃづくりなどに挑戦し
ます。

ボランティア活動紹介

【みなみ三郎さん】

【音訳ボランティア森林都市うぐいす】

「三波春夫」と「北島三郎」が大好きで、「み

音訳とは何かご存知ですか？一言で言えば、印刷
してある文字・絵などを視覚障がい者に対して、音
声の情報に変える事です。難しく奥深いボランティ
ア活動です。皆で勉強したり、助け合いながら、毎
回少しでも良いものをと作業しています。個性豊か
なメンバーは年齢も経歴も様〄ですが、笑いを絶や
さず頑張っています！広報紙録音の他に、市内障害
者施設にて朗読活動もしています。

◆会員 15 人
◆毎月 1 回研修会・
勉強会(日にち不定)

会員募集中！

今から 10 年前定年後に活動を始めました。

なみ三郎」の名で活動しています。
「みなみ三郎ショー」と題し「演歌と踊り」
「相
撲甚句」「お祝い歌・祝寿」を中心に「ミニ歌
謡教室」や「ミニ踊り教室」を交え、参加者と
一緒に楽しめる上演を心掛けています。
活動場所は、地域の公民館やデイサービス、
敬老会やサロンのつどいなど。
昨年より、古賀市を中心の
活動を宗像市まで広げました。
どうぞよろしくお願いします。
古賀市老連文化祭にて→

◆◆◆◆◆◆◆◆◆ボランティアセンターからのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ホームページに掲載しませんか？
皆様のボランティア活動に関するお知らせや活動内容をお知らせ下さい。
可能な限り、ホームページへ掲載します。
登録団体の会員募集・掲載可能な写真なども大歓迎！ ぜひ活用して下さい。
その他、玄関前掲示板（左端分）
、ボランティア広場のご利用もおまちしています。
❤障がいがあってもなくても、子どもから大人まで、❤第 3 回交流まつり～メイトム春まつり～
3／10(土),11(日)開催
一緒に暮らせるまちをつくりましょう。
・福祉の心、はばたけ!―市内園児～高校生ま
❤ボランティア登録お待ちしています。
での福祉絵画コンクール受賞作品を展示―
❤各種登録・申込・更新手続き随時（詳細は中面）
・宗像市ボランティア活動連絡協議会ほか、当
❤各種講座参加者募集！
センター登録団体出店・発表

【ボラセンだより 平成２３年度 ｖｏ.２
2012 年２月２０日発行】

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/

