＼ ボランティア・市民活動をとおしてつながろう ／

活動紹介写真

平成 30 年

３月

福祉ボランティアを応援！

おおさか・ひらのおもちゃ病院
２月 25 日（日）長居こども運動会に行ってきま
した。

平野区で福祉ボランティア活動を行なって

2018

いる団体やボランティアグループに

march

「福祉ボランティア活動応援資金」として助
成を行っています。
対象は平野区内で福祉ボランティア活動を
おこなっている団体・グループ（５人以上で
構成されていること等）で、平成３０年度中
活動をすすめるために必要な活動費、運営費

みなさん、お変わりありませんか。

2018
３/１７(土)

春はもうそこまで「全員集合！ボラセンまつり」

11:00～15:00

頑張っています。みなさんお誘いあわせのうえ、

も、もうすぐです！この日のために、ボランティ
アさん、市民活動をすすめるみなさん、とっても
ぜひ、お越しくださいね。

を助成します。

払 出 額

当日のスタッフボランティアも募集しています。

１件４万円以内

※審査の結果、助成されない場合もあります。

申込期間

平成３０年３月 19 日(月)～

第２回全員集合！

４月２０日(金)
詳細は、ホームページをご覧ください。
お問合せ先 ひらのボラセンまで
もくもくと修理をするおもちゃドクター

平野区民ホール
平野野堂公園

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

でイベントやります！
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3/17(土)
11:00～15:00

ボランティアさんのための

ボランティア活動保険
楽しく、安全に活動をつづけるために！

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・市民活動センターでは、平成３０年度のボランティア
保険の受付を、３月１２日（月）からいたします。ボランティア活動中の、
万が一の事故に備えて、加入手続きをお忘れなく。

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
●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

補償期間：平成３０年４月１日０時～平成３１年３月３１日２４時までの１年間
※４月１日以降は、加入手続きした翌日の０時から補償が始まります。
保 険 料：Ａプラン ３００円
Ｂプラン ５００円
Ｃプラン ６００円（天災保障あり）
詳しくは、ひらのボラセンまで（担当：小谷・小林）
※補償内容などについてはパンフレットをご確認ください

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。
時 要相談
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）

ユニコーン
一度遊びにいらしゃいませんか？

保育ボランティア募集！
ママが演奏練習時の見守りで～す。
活

動 ３月１１日（日）9：45～12：00
３月３０日(金)9：45～12：00
場 所 クレオ大阪南（平野区喜連西 6-2-33）
募集人数 ２～３名
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ます。

アークショップノアノア
(就労継続支援Ｂ型)
キッチンボランティア募集

をとおして、楽しみながら心の病のある人たちと寄
りそっていく仲間です。

定例会 毎月第１月曜日１０時～１２時
場

所 平野区在宅サービスセンター ３階
ボランティアルーム

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 FAX:06-6795-2929

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４月号」の封筒入れ発送作業を
行います。わいわい♪♫ おしゃべりしながらの活動
です。
みなさま、ぜひご参加ください♪待ってま～す♪
日時 ３月２３日（金） 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）

つどいの広場

ときわっこ

料理好きなボランティアさんならどなたでも
内 容 食事つくり・軽作業・コーヒー豆の選別など

講座の間、子ども達と一緒に遊んでいただける

日

時 毎週土曜日 １０時～１４時

保育ボランティアさん募集

場

所 平野区長吉六反 3-1-32

開催日時

連絡先 ☎06-6770-5437（中山・米田）

3/2（金）

にぎやかで笑顔と笑いが絶えない空間で、みな
さん楽しんで仕事をしています。

3/13（火） 11：00～12：00 （わらべうたで遊ぼう）
子育て中のご家庭を応援する場所で、おおむね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。

外出介助ボランティア
瓜破東にお住いの、視覚障がいの方からです。
『外の空気を感じ、散歩し、日光にあたりながら、
おしゃべりを・・・♡』、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）
※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

おもちゃ図書館

11：30～12：00 （ひな祭りのつどい）

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

にこっと

障がいのある子もない子もいっしょに、安

私たちは、四季の行事やゲーム大会、ランチなど

日
場

ママブラスひらの Merry

おしらせ

精神保健福祉ボランティアグループ

心してのびのびと楽しく遊び、ふれあえる場
を提供しています。また、ママ・パパたちに
とっても気軽におしゃべりでき、ホッと一息
つけるところです。
一度遊びに来てください。
定例会 毎月第２・４ 土曜日
時

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 ３月２０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 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）

間 １０：３０～１４：００

場所 平野区在宅サービスセンター ３階 会議室
（にこにこセンター）

大阪市ボランティア・市民活動センター
共生のまちづくりからボランティア活動を考える
～重度障がい者の人たちとともに～
生活拠点的場とは、重度障がい者一人ひとりが豊かに自
己を実現し、いきいきと暮らしていくための土台となる場
で、地域社会に参加する過程で地域住民と一緒に様々な
「地域活動」が生み出されてきました。このような重度障が
い者が社会参加する共生のまちづくりの取組みから、これ
からのボランティア・市民活動を考えます。

日時 ３月１４日（水） 13：30～16：30
対象 大阪市内においてボランティア・市民活動に携わ
る人、各区ボランティア・市民活動センター運営
委員、各区社会福祉協議会の職員」など
定員 １５０人（事前申込制・先着順）
場所 阿倍野市民学習センター講堂
（阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-300 あべのベルタ３階）
☎06-6765-4041 FAX06-6765-5618
✉ocvic@osakacity-vnet.or.jp
申込 TEL・FAX・メールのいずれかで、参加の氏名、
所属、連絡先を添えてお申込みください。

水の声
～冬の寒い時期、魚は泳いでいるのでしょう
か？ 自分で確かめてみましょう・・・ネ～
３月４日（日） 第２１１回 大和川堤防清掃
集合場所 8：00 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。

３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 ３月１７日（土）10：00～12：00
場所 平野区在宅サービスセンター
３階 ボランティアルーム
特定非営利活動法人クララ

お申込み問合せ✉klala@oct.zaq.ne.jp

手芸クラブ
定例会のお知らせ
日 時 ３月２４日（土）
13：00～17：00
作 品 ワンダフルカラー
持 ち物 かぎ針（５号又は６号）
場 所 ボランティアルーム

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

