＼ ボランティア・市民活動をとおしてつながろう ／
平野区ボランティア 歌体操協議会

平成 29 年
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みなさん こんにちは。
かがやきデイサービス平野南に歌体操ボランティア
さんが訪問するようになって今年で一年になりました。
利用者とスタッフのみなさんからボランティアさんに、
感謝の気持ちを伝えていいただきました。
ありがとうございました。
（10.5 かがやきデイサービス平野南にて）

早いもので、今年もあと少しで終わりになりますネ。
この一年間ご苦労様でした。
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まだまだ年末まですることがあり、忙しいですが、お体

の

にお気をつけて、良いお年をお迎えください。
来年元気に会えるのを楽しみにしてま～す。
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マスコットキャラクター（着ぐるみ）
ボランティア綿の会の皆さんが、老人センターの
文化祭にて、喫茶コーナーを併設されました。
焼きそばも大変おいしいと好評で、お客様達で
いっぱいでした。 （11.17）

喜連喫茶ボランティア

♡今日も可愛らしくステキなステージでした♡（10.29）
.

おおさか・ひらの・おもちゃ病院

平野区社会福祉協議会の、マスコットキャラクター（着ぐるみ）のデザイン応募数、
１３２通のデザイン投票に、たくさんの方が訪れていただきありがとうございました。
結果発表はホームページに掲載いたします。
《お問合せ先》 平野区社会福祉協議会 マスコットキャラクター係
☎06-6795-2525 FAX 06-6795-2929
ホームページ http://hirano-kushakyo.or.jp
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全員集合！

ボラセンまつり
特別養護老人ホーム喜連での、喫茶ボランティアさんと
施設担当者とのミーティングにボラセン担当者も参加し
ました。ボランティアさんの熱い想いが伝わってきました。
喫茶ボランティアさん募集しています！ （10/28）

今年度も楽しいイベント、やります！詳細は来月号で

10 月から、にこにこセンターでも
毎月第 4 土曜日に、おもちゃ病院
を開院しています。
お子さまも一緒に来てね！

開催日時：平成３０年３月１７日（土）

11：00～15：00
熱心に点字にとりくむ子ども達

子どもたちが名前を点字で打って中谷さんに読
んでもらいました。読んでもらえると、おもわず笑
顔がこぼれます(^o^)

申込み・お問合せ
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

瓜破小学校で２年生の視覚障がいについ
て学ぶ授業が行われました。授業には視覚障

●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

がいのある中谷さん、ボランティアさん、地

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

（11/24）

✉nico-nico.c@3sweb.ne.jp

http://hirano-kushakyo.or.jp

域福祉活動コーディネーターさんが参加し、
交流や点字体験のサポートをしました。

平野区社協

検索

開催場所：平野区民ホールおよび平野野堂公園

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さい～

ボランティア
募 集 情 報
お問合せ・お申込みは、ひらのボラセンまで

将棋ボランティア募集
将棋の好きな高齢者の方が、相手をさがしています。
一緒に将棋を楽しんでくださる方、ご連絡ください。
日

時

要相談

場

所 デイサービスセンター加美北
（平野区加美北 7-1-2）

連 絡 先

☎6795-2525（小林）

ママブラスひらの Merry
ママが演奏練習時の見守り保育ボランティア募集！
ファミリーコンサートにむけて練習に熱が入っています。
楽しいコンサートになるように頑張りたいと思います！

活動日 ①12/2 （土） 13：00～16：00
②12/8 （金） 9：45～12：00

場

にこっと

１２月のにこっとは、
９日（土）・１６日（土）10：30～です。
♡ミニクリスマス会♡
日時 １２月９日（土）13：00～14：00
季節のバルーンアート・かわいいクッキーを
先着４０名様にプレゼント
日時 １２月１６日（土）10：30～
おもちゃのおそうじも行いますので、参加してね！
場所 平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）

外出介助ボランティア
『外に出て、散歩して、日光にあたって…外の空気を感じ
たい♡』 瓜破東にお住いの視覚障がいの方が,外出の
手助けをしてくださるボランティアさんを募集しています。
日時は調整いたします。ご連絡ください。
☎ 06-6795-2525（小谷・小林）

水の声
勇気をもらいませんか～
１２月１７日（日） 第２０９回 大和川堤防清掃
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）

④12/16（土） 14：00～16：00

「ボラセンだより１月号」の封筒入れ発送作業を
行います。
みなさまの今年も一年間ありがとうございました。
作業後、茶話会もしますので、ぜひぜひご参加く
ださい♪待ってま～す♪
日時 １２月２５日（月） 13：30～15：00 ごろ
場所 平野区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 3 階会議室にて
☎ 06-6795-2525（小谷・小林）

所 ①常磐会短期大学 音楽堂にて

募集人数 ２～３名
ファミリーコンサート を開催します
日時：１２月１７日（日）
場所：クレオ大阪南 ホール
開場：13：30 開演：14：00
入場無料 申込不要（先着４００名）
あかちゃんからどなたにもおたのしみいただける
吹奏楽コンサートです。小さなお子さま連れも大歓迎♪

にほんごサポート ひまわり会
外国から来て会話や読み書きに困っている人が、
地域でうまく暮らせるように支援し、また子どもたちの
学習支援・居場所づくりも行っています。
活動日 毎週土曜日
所 平野区平野市町３丁目

連絡先 ☎090-6676-5839 （齋藤）
✉himawarij1511@gmail.com

※見学・参加希望の方は事前にご連絡ください。
（少なくとも 3 日前までには）
※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

おしらせ
おおさか・ひらの・おもちゃ病院

つどいの広場

ときわっこ

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募集
開催日時
12/8 （金） 10：30～11：30 （冬にむけての健康の話）
12/19（火） 11：15～12：00 （クリスマスのつどい）
12/20（水） 11：15～12：00 （あっぷっぷのお話し会）
1/19（金） 10：30～12：00 （アクリルたわしを編もう）
1/24（水） 11：00～11：30 （新聞紙で遊ぼう）
子育て中のご家族を応援する場所で、概ね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。ご参加ください。
開催場所 常磐会学園こどもセンター
つどいの広場 ときわっこ
（平野区流町 2-2-24） ☎6790-3830
http://www.tokiwakai-kodomocenter.jp

赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金は、高齢者、
障がい者、子どもたちなどへの
福祉活動や、地域で取りくむさま

「子どもの喜ぶ顔が見たい」

ざまなボランティア活動に役立て

「ものを大切にする心を育て

られます。また募金の一部は

たい」と願う、無料のおもちゃ

「災害等準備金」として積み立てられ、

修理活動です。

災害発生時の支援活動に使われます。

第２土曜日 平野区子ども・子育てプラザ
（瓜破 3-3-64）
☎ 6707-0900
第３土曜日 平野区老人福祉センター
（加美鞍作 1-2-26） ☎ 6793-0880
第４土曜日 平野区在宅サービスセンター
（にこにこセンター）
（平野東 2-1-30）
☎ 6795-2525

～水面に飛ぶ鳥と寒さに向かう草花から

③12/10（日） 9：45～12：00

②③④クレオ大阪南（平野区喜連西 6-2-33）

場

おもちゃ図書館

点訳ボランティアからのお知らせ
平野点訳グループは手打ちで小説やエッセイなどを点
訳しています。点訳本が完成しました！視覚障がいの
方に点訳最新号をお譲りします。ご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

傾聴ボランティア

カインド

＼カインド主催 傾聴講座 を開催します／
やさしく学ぶ 聴くこと講座
第1回
日時 平成３０年１月１２日（金）13：00～16：00
内容 傾聴 その一歩先へ 一歩ふみこんだ傾聴
講師 精神保健福祉総合研究所

代表 田村 雅幸 氏

本の題名 センス入門
初版第 14 刷（2017 年 1 月 25 日）発行
著者 松浦弥太郎（まつうら・やたろう）
発行所 株式会社筑摩書房
著者の松浦弥太郎氏は「暮しの手帖」のもと編集長です。
センスについて知っておくと人生が豊かになるかも。
ためになること、いっぱい書いてありました。

12 月のクララ
１２月のクララはフリートーク忘年会、一年間のふりかえり
を一緒にしましょう。
日時 １２月１６日（土）10：00～13：00 忘年会
場所 ぷち・フォーレ（放課後等デイサービス）
（平野区背戸口 4-11-12 アプローズ平野背戸口 1F）
申し込み、お問い合わせ

メールで受付します。

✉ klala@oct.zaq.ne.jp

先着１５名 １２月２日まで

当日のみのお問合せ電話 080-3784-9595
お申込みお待ちしています(^_^)/

ボランティアルーム

赤い羽根共同募金にご協力のほど、

第2回
日時 平成３０年２月２日（金）13：00～15：00
内容 聴き上手になろう 傾聴のテクニックを学ぶ
講師 北区傾聴ボランティアの会

代表 川西 利典 氏
参加費
どちらも無料
定員
それぞれ３０名（先着順）
申込方法 電話もしくはＦＡＸにて
申込、問合せ先 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 Fax06-6795-2929

・・・興味のある方、どなたでもご参加ください。・・・

手芸クラブ
定例会のお知らせ
１２月１６日（土） 13：00～17：00
金太郎と熊のかざり
持ち物 裁縫道具
場所 ボランティアルーム

大掃除

新年も、きれいに使っていただけるよう、大掃除を
行いたいので、みなさまご協力お願いします。
日時 １２月１８日（月） 10：00～
場所 平野区在宅サービスセンター
３Ｆ ボランティアルーム
☎ 06-6795-2525（小林）

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

