＼ ボランティア・市民活動をとおしてつながろう ／
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ベルシスターズ
＼わたしの人生ア・ラ・カルト／ ＼あなたがいるだけで幸
せ
岸 惠子 著
文庫本１冊が点訳すると４巻に！ 心の声を聴いてみて／
ひらやま れいこ 著
２冊！点訳と製本が完成しました(*^_^*)
フラダンス

水の声

大和川園では大和川清掃活動を始めて３年目に
なります。今年も｢水の声｣にご協力いただきました。
トングなどを使ってごみを集めて、ごみ袋３つ分の
ごみを回収しました。活動後はみんなでお茶会をし
ました。(今川学園 大和川園)

ボラ川柳

こんにちは。９月です。朝夕の風はここち
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う
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よくなりましたが、みなさんお変わりなくお過ごしで
しょうか？

プアメリア

♪おおシャンゼリゼ♪ を歌っています
リクエストは♪川の流れのように♪で
した
歌好き、世話好きのグループです。兼岡先生
指導のもと、大好きな歌を歌っています。
今日はふれあいコンサートを開催しました。
一緒に歌いましょう。ぜひ体験にボランティア
ルームでの練習におこしください♪♪♪
(8/18 特別養護老人ホーム平野愛和にて)

みなさん

まだまだ日中は暑いので、お体に気を付けて、活動を
子どもちゃんのフラ
ダンスがとって可愛く
涙ぐむ利用者さんもい
らっしゃいました。
(8/9 かがやき平野南
にて）
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頑張ってください。

＼わたしにもできる！

こころによりそうボランティア／

はじめての

オカリナ フレンドリーぴっぽ
昨年も大好評だっ
たオカリナの演奏会
を、利用者のみなさん
も心待ちにされてい
ました。みんなで鈴を
鳴らして、きれいな音
色を一緒に奏でるこ
とができました。演奏
会後はぴっぽさんと
一緒にアイスやジュ
ースをいただき交流
を楽しみました。
(今川学園 大和川園)

傾聴ボランティア講座（全４回）

★七夕まつり★
日 時
①

内 容

場 所

９月２９日（金）

・オリエンテーション

平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

10：00～12：00

・講義およびロール・プレイング

（にこにこセンター）

「そのまま受けとめて聴く、２つの聴き方で傾聴体験」
②

大和川園で、これまでに
3、4 回演奏しました。今回
は演奏をとても静かに聴いて
いただき、また一緒に合奏も
できました。とても嬉しかっ
たです！(ぴっぽ)

申込み・お問合せ

１０月６日（金）

10：00～12：00

・講義およびロール・プレイング
「日常会話と傾聴のちがい、
うなづきとあいづちを意識した傾聴体験」

平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
（にこにこセンター）

１回目受講時にご案内し
ます。

③

１０月１０日（火） ・施設にて傾聴ボランティア体験
～１９日（木）
（いずれか１日の１時間程度）

④

１０月２０日（金） ・傾聴体験ふりかえり
平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
（にこにこセンター）
10：00～12：00 ・講義およびロール・プレイング
「相手の気持ちを大切にして聴く、言葉以外を観察する」

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

▼

平野区ボランティア・市民活動センター
06-6795-2525(2200) 担当：小谷・小林

講 師
対 象
受講料
定 員
締 切

●所 在 地：〒547-0043 大阪市平野区平野東 2-1-30
平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）
●開館時間：平日 9:00～19:00（土曜日は 17：30 まで）
●休 館 日：日・祝・年末年始

Tel 06-6795-2525（2200）Fax 06-6795-2929

✉nico-nico.c@3sweb.ne.jp

http://hirano-kushakyo.or.jp

平野区社協

検索

主 催
協 力
問合せ

関西プロボノの会 KICOKA３３
大阪市内在住・在勤・在学で、傾聴ボランティア活動に興味のあるはじめて受講される方
無料
２０名（申込み先着順）
９月２０日（水）までに、氏名・住所・電話番号・年齢・参加動機を記入し
ＦＡＸもしくはメール、電話にてお申し込みください。
平野区社会福祉協議会
平野区ボランティア・市民活動センター
傾聴ボランティアグループ カインド
平野区社会福祉協議会
☎06-6795-2525 ＦＡＸ06-6795-2929 メール nico-nico.c@3sweb.ne.jp

みなさんの活動を紙面でご紹介ください。投稿お待ちしています。（原稿しめきり前月１５日まで）

～あなたにピッタリの活動を見つけてくだ

ボランティア
募 集 情 報
さい～

お問合せ・お申込みは、ひらのボラセンまで

特別養護老人ホーム

万寿苑まつり

●楽しいお祭りにしたいので、模擬店やゲーム等の
お手伝いをしてくださるボランティアさんを募集！！

日

時

10 月 15 日（日）12：30～16：00

場

所 特別養護老人ホーム 万寿苑
（平野区加美東 4-18-23）

募集人数

５～１０名

締 切 日

９月３０日（土）

●ママブラスひらの Merry
♪9/1(金)・9/9(土)・9/13(水)・9/24（日）
クレオ大阪南 （平野区喜連西 6-2-33）
時間 9：45～12：00
♪募集人数

ボランティアさんと一緒に遊ぶ子どもをみながら練習に
励んでいます。

親と子がいろんなお友だちと出会える場

外国から来て会話や読み書きに困っている人が、

活動日時 月～金（週 2 回以上）13：00～15：00
募集人数 ２名

平野図書館を拠点として活動しているグループに参加し、
区内の高齢者施設等で、図書の貸出や紙芝居の実演など
をしていただくための講座です。

９月２７日(水) 10：00～12：00

② １０月１８日(水) 10：00～12：00
③ １０月２５日(水) 10：00～12：00
9：45～11：45

⑤ １１月 ８日(水) 11：00～12：00
※講座は原則として、５回とも受講できる方
場所 ①②③は、大阪市立中央図書館 ５Ｆ会議室
④⑤は、特別養護老人ホーム喜連
(１階ロビー集合)
対象 講座終了後、大阪市内でボランティア活動を
してくださる方
定員 ５名程度
申込締切 ９月１５日（金）
問合せ先 平野図書館 ☎06-6793-0881

車いすダンスパーティー開催しま～す。

●参加費 1,000 円（出演料・軽食含む）

かき氷・たません・ミルクせんべい・お菓子つり
手作り工作・自由あそび

遊びに来てネ！

●090-1918-6682（成末）
障がいがあってもなくてもみんな一緒に楽しめます。

活動日 毎週土曜日

場

練習日：月３回 月曜日 13：00～15：00

連絡先 ☎090-6676-5839 （齋藤）

人数・条件 ５０名（先着順）

所 平野区在宅サービスセンター ３階

プロの教師が指導、日頃の成果を披露します。来てね！

✉himawarij1511@gmail.com

おもちゃ図書館「にこっと」利用者

朗読サークル

※見学・参加希望の方は事前にご連絡ください。

おもちゃ図書館に関心のある方どなたでも

あなたも一緒に楽しく練習しませんか？

締 切 日 ９月７日（木）
申込・問合せ先

川のゴミを拾って新たな自分と友をみつけましょ

☎06-6795-2525 Fax06-6795-2929

う～

✉nico-nico.c@3sweb.ne.jp

９月１７日（日） 第２０６回 大和川堤防清掃

（「にこっと」は通常どおり１０：３０～開催しています。）

集合時間 8：00 （約 1 時間かけての活動です）
集合場所 明治橋北詰
※初めて参加の方はボラセンまでご連絡ください
集合場所などご案内します

● おてがみづくり（ボラセンだより発送作業）
「ボラセンだより１０月号」の封筒入れなどの
発送作業

竹の子

練習日時：第 2・4 金曜日（変更することも）
15：00～17：00

平野区社会福祉協議会（にこにこセンター）

朗読ボランティアの依
頼があればご連絡下さ
会費：月 2,000 円
い！
場所：平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ３階ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ
講師：西尾美津子先生

９月のクララ
「発達障がいがあるのでは？」と悩んでいる方はいま

常磐会学園

こどもセンター

子育て中のご家族を応援する場所で、３歳児までの育
児をサポートして、相談や仲間づくり、情報交換の場と
して利用いただけます。子育てに役立つ講座やお楽し
み会を毎月実施しています。ぜひ参加してください。

せんか。クララは毎月フリートークや学習会を行って
います。少し楽になることもありますよ。
● ９月１６日（土） 10：00～12：00
● 平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 3 階ボランティアルーム
特定非営利活動法人クララ

klala@oct.zaq.ne.jp
◆レクリエーションボランティア
■申込み・問合せ

おしゃべりしながら、和気あいあいと楽しく活動

開催日時

して

９月１５日(金)10：30～12：00(食育講座「おやこ料理」)

います。 お気軽にお越しくださいませ♪

９月２９日(金)11：30～12：00(お月見のつどい)

高齢者施設で、あなたの趣味を活かした手芸や

●９月２８日（木) 13：30～15：00 ごろ

１０月５日(木)11：00～11：30(ベビーリズムダンス)

絵画などを一緒にしてくださる方、男性の方には、

●平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 3 階会議室にて

１０月１８日(水)11：15～12：00(あっぷっぷのお話し会)

囲碁・将棋などができる方を随時募集しています。

費

ご連絡ください。

傾聴ボランティア

カインド

☎ 06-6795-2525（小谷・小林）

カインドサロン

☆KIND☆

●９月８日（金）13:00～15:00
●平野区在宅サービスセンター
３階ボランティアルーム

※活動日などは変更する場合があります。
ご不明な点はお問合せください

大阪舞踏学院車いすダンス

練習場所：長居障がい者スポーツセンター

●水の声

高齢者施設図書ボランティア入門講座

場所：平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ３階ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ

開催日時 ９月９日(土)１３：００（１２：３０受付）

所 平野区市町３丁目

（少なくとも 3 日前までには）

●平野図書館

いちごのたわし

●コミュニティプラザ平野

地域でうまく暮らせるように支援し、また子どもたちの

連 絡 先 ☎06-6796-5111
担当：木下

持ち物 かぎ針７号又は８号

●9/23（土） 13：00～16：30

●にほんごサポート ひまわり会

場

をしてくださるボランティアも募集しています。

④ １０月２８日(土)

おもちゃ図書館「にこっと」
２０１７ 「にこっと」夏まつり

２～３名

定例会のお知らせ
９月３０日（土）13：00～17：00

学習支援・居場所づくりも行っています。

●施設の喫茶店でコーヒー、紅茶等を出すお手伝い

日時 ①

おしらせ

ママが演奏練習時の見守り保育ボランティア募集！

手芸クラブ

お茶・おやつ付（無料）
※どなたも♡ご参加ください♡

用 初回登録時に保険料と登録料の負担

※講座の間、子ども達と一緒に遊んでいただける保育
ボランティアさんも募集しています。
開催場所

平野区流町 2-2-24
☎06-6790-3830
http://www.tokiwakai-kodomocenter.jp
jp

学生ボランティア
初心者の方もぜひ！

大歓迎!

活動の紹介・連絡調整などをいたします！
お気軽に「ひらのボラセン」まで お問合せください

