ひまわり会（新規ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録）

活動紹介写真
保育ボランティアグループ

＼ ボランティア・市民活動をとおしてつながろう ／

平成 30 年

１０数名のメンバーが何か出来ることはないかと思っ
ていたところ、高齢者にとっては、古新聞などはけっこう重
く、持ち運びがたいへんとの声があったので、 古新聞やア
ルミ缶を、玄関先にだしてもらい、回収、分別して各業者に
運び、換金して、 年に数回ですが、換金した利益でトイレッ
トペーパーを購入、古新聞などを提供していただいた住民
の方にお配りして、みなさんに喜んでいただいてます。

回収した古新聞、空き缶な
どを運びやすいように整理
してします。

1月

2018January

あけましておめでとうございます。
みなさまのご健康と活動のさらなる発展をお祈りいたします。

ボラ
川柳

今年も一年間、よろしくお願いいたします！！
勇気をだして
あく手する子も♡

保育ボランティアさんと
UKG わっきぃずのみなさんと
サンタクロース

はじめてのサンタクロース

（2017/12/18）

に

ボラセンまつり

空き缶は自転車に、
古新聞は台車に乗せて
業者に持ち込みます。

今日は、喜連子育て支援センターでのクリスマス会です。
ボランティアの松浦さんがサンタクロースになって子ども
達の前に登場。はじめて見るサンタクロースに、びっくりして
お母さんにしがみつく子も…でも、しだいに笑顔が広がりま
した。すてきなクリスマスの思い出になりますように。

校 こう
庭 てい

第２回全員集合！

大 おお
波 なみ
小 こな
波み

３月１７日（土）１１：００～１５：００
～ボランティア・市民活動をとおしてつながろう～
「地域で安心して暮らしたい」
そんな想いを支えるやさしい
ボランティア活動ですね。

ボラセンまつり実行委員会では、ステージのプログラムや模擬店の内容が、

２０１８年～２年間のボランティア手帳の予約受付けま～す

師し

平野区民ホール・平野野堂公園でイベントやります！

着々と決まってきています。楽しみですね～

ふ
じ

当日の予定は今から空けておいてくださいね！ぜったいですよ～
新しい年に新しい手帖はいか
がですか！！
毎月のページの次に、記録用の
ページがあり、自分なりの使い
方が色々できます。
ボランティア保険の内容など
も詳しく載っています。
表紙は障がい者の方のデザインです。
ぐるぐるは元気がほとばしるマーク。
色とりどりのうずまきが所々手を取るように向かい合っています。
この手帳を購入していただくと、１０円は共同募金に寄付されます。

ボランティアグループさんによる超ステキなパフォーマンスが盛りだくさん♪
パネル展示コーナーにはポスターがズラーリ！みなさんの魅力ある活動紹介も見逃せませんね
気になるフードコーナーは？模擬店といえば、ソースの香りがたまらない定番の焼きそばや、
フランクフルトは もちろんのこと、手作りパンと焼き菓子などが充実しています。
まだまだあります！お子さんに大人気のバルーンアート、自然素材の紙すき体験や点字体験、
手づくりもちゃなどワークショップも開催します！！お子さんに大人気のプラレールもきますよ～

見本がありますので、一度見に

お天気がよければ、動物ふれあいコーナーでは、ポニーとうさぎとひよことあそべます～！

来てください。

ぜひ みなさんお誘いあわせの上 お越しくださいね！お楽しみにぃ～～♪

１冊：３００円

マスコットキャラクターのデザイン決定
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）のデザイン決定！！
デザイン応募者数：１３２点、たくさんの投票ありがとうございました。
厳正なる審査の結果、決まりました。
結果発表はホームページにも掲載いたします。

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

最優秀作品：松場 萌依様
優 秀作品：市川 駿気様、磯貝 依子様、井村 有孝様、谷 守様

●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

以上の方に決まりました。

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

《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

も
ま
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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

場

所 デイサービスセンター加美北

１３日
おもちゃ図書館

にこっと

障がいがあるために、お友だちといっしょに遊ぶ
ことが苦手なお子さんのために、安心してのびのび
と自由に遊べる場所を提供しています。
遊びやイベントを通してさまざまな人との関わり
が経験できる場です。また、ほごしゃのみなさんに
とっても共感できるお友だちができたり、情報交換
したり、ホッと一息つけるところです。
１月は、１３日（土）・２７日（土）10：30～です。
場所 平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）
１２月９日(土)クリスマス会 みんないい笑顔！！

要相談

ママが演奏練習時の見守り保育ボランティア募集！

１２月１６日(土)おもちゃのおそうじ 小物からコツコツと

所 クレオ大阪南（平野区喜連西 6-2-33）

にほんごサポート ひまわり会

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

外国から来て会話や読み書きに困っている人が、

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。

地域でうまく暮らせるように支援し、また子どもたちの

日時は調整いたします。ご連絡ください。

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
場

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）

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２月号」の封筒入れ発送作業を
行います。
♪おしゃべりしながら、和気あいあいと楽しく
活動しています。お気軽にお越しください。♪
日時 １月２５日（木） 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）
※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

著者：荒井良二
出版社：偕成社
『あさになったのでまどをあけますよ』
と、どこかの町の窓をあけて見える風景
明るい色調で希望に満ちた『よし！

手打ちの点訳本が完成しました！
視覚障がいの方にお譲りします。1 名様かぎり。
ご連絡ください。（平野点訳グループ）
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

②１/２７（土） ９：４５～１２：００
募集人数 ２～３名
ボランティアさんと一種に遊ぶ子どもをみながら練習に
励んでます。

「あさになったのでまどをあけますよ」

点訳、音訳ボランティア

活動日 ①１/１７（水） ９：４５～１２：００
場

♡万谷さん おすすめの絵本 をご紹介します♡

うつくしい本です。平野図書館にも所蔵されています。
ぜひ手に取ってご覧ください。
（ひらのボラセン）

☎6795-2525（小林）

ママブラスひらの Merry

「絵本サークルぶくぶく」

今日も一日頑張ろう！』と思える絵本です。
（万谷）

（平野区加美北 7-1-2）
連 絡 先

おしらせ

☎ 06-6795-2525（小谷・小林）

つどいの広場

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。
音訳 CD をご希望いただきましたら、音訳します。
お届けするまでに少しお待ちいただく事をご了承ください。
（音訳ボランティアグループ わたの実）
申込先 平野区ボランティア・市民活動センター

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
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）
2/7 （水） 11：00～11：45 （リトミック）
2/21（水） 11：15～12：00 （あっぷっぷのお話会）
2/23（金） 10：30～12：00 （おやこ料理）
子育て中のご家庭を応援する場所で、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

TEL06-6795-2525（小林）

1 月のクララ
ひとりで・・・かかえこまないで・・・
～お子さまの発達が気になる方～先輩保護者や地域の
方々とのお話で、少し楽になることもありますよ。
クララは毎月フリートークや学習会を行っています。
一緒にお話しましょう。
日時 １月２０日（土）10：00～12：00
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
特定非営利活動法人クララ

お申込み問合せ✉klala@oct.zaq.ne.jp

水の声
１月の大和川清掃活動は、お休みです。
２月から、活動をします。
※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

アートに挑戦！

ボランティアのミニ集い
新聞紙で「ちぎり絵」ご一緒にやってみませんか?
日 時 平成３０年１月２３日（火）10：00～12：00
場 所 ボランティアルーム
対 象 ボランティアさんどなたでも
参加費 無料
申 込 先着 10 名
他のボランティアさんと交流したいあなた
なにかに挑戦したいあなた
ボランティア以外の楽しみをみつけたいあなた
ボランティアルームに集いましょう
申込先
平野区ボランティア・市民活動センター
電話 06-6795-2525（小林）

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
日 時 平成３０年２月２日（金） 13：00～16：00
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 無料
対象者 興味のある方、どなたでも
定 員 ３０名（先着順）
申込方法 電話もしくはＦＡＸにて
申込、問合せ先
平野区ボランティア・市民活動センター
℡06-6795-2525 Fax06-6795-2929

手芸クラブ
定例会のお知らせ
１月２７日（土） 13：00～17：00
ふわふわファーのティペット
持ち物 ２５ｇ 中細毛糸
かぎ針 ５号～８号
場 所 ボランティアルーム

ボランティアルーム大そうじ
12/18(月)の大そうじには、フラサークル モアナ、おおさか・
ひらの・おもちゃ病院、にこにこ会、手話サークル花実の有志
のみなさんが集まって、ご協力していただき、おかげさまで
ルームもきれいになりました。
ご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。

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

