
 

平成２６年度 和歌山県ボランティア連絡協議会 

       入会のご案内について 
            ～平成2６年4月1日より受付開始～ 

 和歌山県ボランティア連絡協議会は、県内のボランティア及びボランティア活動に関心のある

方々に対して、情報発信や活動交流などボランティア活動の普及拡大に関する事業を行い、社会福

祉に寄与することを目的としています。 

 
主 な 活 動：①ボランティア交流及びボランティア活動の普及拡大のための活動の企画、実施 
       ②和歌山県ボランティアサロンの利用 
       ③全国ボランティアフェスティバルへの参加等 
会員対象者： 趣旨に賛同いただき、本協議会の活動・運営に参画していただける方 
年 会 費： 市町村単位のボランティア連絡協議会 
        和歌山市ボランティア連絡協議会 20,000 円 
        各 市ボランティア連絡協議会   10,000 円     
        各町村ボランティア連絡協議会    5,000 円 
         その他ボランティアグループ・個人 2,000 円 
入 会 方 法：所定の「入会申込用紙」に必要事項をご記入、書類添付等のうえ、年会費を 

納入ください。 
お問い合わせ先 ： 和歌山県ボランティア連絡協議会 事務局 

        和歌山市手平２丁目１－２（県社会福祉協議会 ボランティアセンター内） 
        ０７３－４３５－５２２０ 
 
 

【イベントのご案内】 

ワールドラフターデイ          
     

 

                    みんなで一緒に笑いましょう！！ 
 

      

     開催日：平成２６年５月６日（祝） ＡＭ１０：００～１２：３０ 雨天中止 

     場 所：和歌山城公園 西の丸広場 

     参加費：笑顔                 「ワールド・ラフターデイ」 

         ＊公共交通機関をご利用ください     １０：００ 集合 

         ＊タオル・飲み物をご持参ください          開会挨拶 

                                   ラフターエクササイズ 

     問い合わせ先 ラフターヨガ・わかやま            リラクゼーション 

       藤島：０９０－２３５９－７９２１            大笑いコンテスト 

       村岡：０９０－６９１２－７９２８      １２：３０ 解散      
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【第４回 大阪帝塚山ロータリークラブ社会奉仕基金 助成金 募集】 
  大阪帝塚山ロータリークラブ会員が行っている社会奉仕活動の一環として、旧大阪阿倍野ロータリー 

クラブ会員が拠出した資金で基金を設け、１０年間に渡り社会奉仕活動を助成することになりました。 

 

  助成の対象団体：社会奉仕活動をしている団体   

申込者または団体は大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀県内に限ります。 

  助成団体数と助成額：年間、３団体に助成します。助成額は１団体あたり４０万円を上限とします 

  応募受付締切：平成26年５月３１日 

  申請方法と申請書類：申請書類は下記の大阪帝塚山ロータリークラブに電子メールにてお送りください。 

            申請書類はＡ４用紙各１枚に下記事項を記入してください。 

（書式は自由、所定の申請用紙はございません） 

申請書１枚に 

・事業タイトル、・事業団体の概要（連絡先も含めること）、・予定事業内容（事業タイトルも含めること）、 

・予定事業予算書（助成金希望額も含めること）を記入 

ＰＲ資料（Ａ４用紙１枚まで） 

・団体を紹介する資料、・前年度の事業・会計報告書、・その他の今年度の予定事業・予算案など 

 ＊その他、申請に関する注意事項につきましては、下記ホームページにて確認願います。 

 

問い合わせ先（メールでのみ受付） 

  大阪帝塚山ロータリークラブ                                               

MAIL  osaka.tezukayama.r.c@gmail.com 

ホームページ  http://osaka-tezukayama-rc.cocolog-nifty.com 

 

～今回は、毎月行われている和歌山県ボランティアセンターさんの発送作業に参加された方の感想をご紹介します。～ 

  私は今まで３回参加させて頂いています。 

  作業内容は、会報誌「そよかぜ」をはじめ、サロン日程表など計３部を三つ折りにして封筒に入れます。また、封

筒に宛名のラベルを貼ったり料金別納の判子を押したりしています。 

  最初は、役割分担を各グループで話し合います。そして、各自黙々と集中して作業をこなしたり時には楽しくおし

ゃべりをしながら作業を行っています♪。 

  １回目は緊張して自分の与えられたことをやるのに必死でしたが、２回目以降は周りの参加者の方々のお話を聞か

せていただいています♪。 

  いつも各自自由に自分のペースで出来るので参加しやすいボランティアの一つだと思います。 

  これからもっと沢山の方々と関わっていきたいと考えているので、機会があればぜひともまた参加させて頂きたい

と考えています。                              （Ⅰ.Ｊ） 

   

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫2 月15 日～3 月14 日受付分 

岩出市社会福祉協議会 様、みなべ町社会福祉協議会 様、秋月清秀 様、和歌山県生命保険協会 様, 

海南市社会福祉協議会 様、橋本市社会福祉協議会 様、紀美野町社会福祉協議会 様、 

日本リュウマチ友の会 和歌山支部 様、和大ＳＡＮＴＥクラブ 様 （32,215g） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付お願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

  

各 種 イ ベ ン ト 紹 介 ♪♪  

    

 

① 紀伊風土記寄席のご案内              

 
日時5 月4 日（日・祝）午後1 時30 分から 

場所：和歌山県立紀伊風土記の丘（和歌山市岩橋1411）内にある旧柳川家住宅 

内容：子ども落語、大人落語、津軽三味線 

料金：無料 

冬の間にたっぷり稽古を積んだ会員たちが新緑のように生き生きとした笑いをお届けしま

す。今回は、新しく子ども落語教室に参加してくれた子どもも初めて落語を披露します！ 

ぜひ、ご家族・ご友人お誘い合わせのうえご来場ください。 
 

 
 

② 子どもも大人も絵本を楽しもう！おはなしのひろばのご案内 
 

日時：場所：5 月１7 日（土）（和歌山市西高松1-7-38） 

場所：県立図書館１階・（和歌山市西高松1-7-38） 

♪大型絵本・紙芝居・手遊び・マジック・お楽しみがあります、ぜひご参加ください♪ 

主催：図書館ボランティア「コスモス」 

 

 
 

③ お手玉遊び交流会のご案内 
 

日時：5 月１9 日（月）、6 月16 日（月）10 時～1２時  

場所：河北コミュニティーセンター（和歌山市市小路192-3） 

日時：5 月3 日（土）、7 月5 日（土）、8 月2 日（土） 14 時～15 時30 分 

場所：県立図書館２階・きのくにふれあい（和歌山市西高松1-7-38） 

♪お手玉遊びにご興味のある方はぜひ、ご参加ください♪ 

主催：和歌山のお手玉の会 ななこの会 森（073－452－8627） 
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 助 成 金 情 報 案 内  
 

① 平成 26年度 サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成 

/シニアボランティア活動助成 
サラリーマン（ウーマン）及びシニアのボランティア活動を支援することにより、ボラン

ティア活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とし、標記助成が行われます。 

助成金額：総額700 万円以内 １件原則10 万円(内容が優れている場合は20 万円限度) 

募集期間：平成26 年4 月1 日～5 月30 日（必着） 

詳細は公益財団法人 大同生命厚生事業団 ホームページ「助成Ｑ&Ａ」をご覧ください。 

 

② 第 8回よみうり子育て応援団大賞 募集について 
子育て支援の優れた団体・グループを表彰し、発足したばかりのグループも応援します。 

受賞団体には、「よみうり子育て応援団」のメンバーである専門家や文化人、タレントの

方々が、活動や運営に協力します。 

対象：子どもや親を対象にした支援活動を行う国内の民間のグループや団体。 

応募：応募用紙に活動歴やテーマ、主な活動場所、これから取り組みたい企画などを    

具体的に記入してください。 

表彰：大賞（賞金２００万円）１団体、奨励賞（賞金１００万円）２団体を選びます。

そのほか、受賞団体の活動や運営を応援団メンバーが支援します。 

お問い合わせ：読売新聞大阪本社「よみうり子育て応援団大賞」事務局 

       ＴＥＬ（06-6881-7228） 

 

    
文責：若者サポートステーションわかやま 田中  

４月になり暖かくなってきました。みなさんお花見は行かれたでしょうか？この季節は、昼と夜の寒暖差

が大きくなりますので、体調管理には十分に気をつけたいところです。さて今回は、発送ボランティアに参

加していただいた方のコメントをご紹介したいと思います。 

僕が発送ボランティアに参加したきっかけは、利己的な考えとなりますが、就職活動のための自己アピー

ルのためでした。僕は大学卒業後、就職できずに今はアルバイトで働いています。自己アピールもそれほど

ないと気付いたため、ボランティアに参加すれば、人のためにもなると考えました。 

発送ボランティアは紙を三つ折りにして封筒に宛先のシールを貼るという手軽にできる作業なので、参加

しやすかったと思ってます。作業後にはお菓子を貰えることもあります。それも活動の楽しみの一つだと思

います。 

ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 
≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫3 月15 日～4 月14 日受付分 

海南市社会福祉協議会 様、和歌山県庁 様、わかやまＮＰＯセンター 様、有限会社京和機工 様（合計2,820g） 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 
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夏のボランティア体験月間 

夏休みや休暇を取りやすい７月、８月は『ボランティア体験月間（愛称：ナツボラ、サマボラ）』と呼ばれています。

この期間をボランティア活動推進の好機ととらえ、和歌山県においても、ボランティアグループ等と協力しながら、子

どもから学生、勤労者、高齢者まで多くの皆様がボランティア活動に参加・体験できる多様なプログラムを積極的に提

案・実施するものです。 

実施期間 平成2６年7 月1 日（火）～8 月31 日（日）    

 

体験プログラム募集について 
どんな団体がプログラムを企画するの？ 

・市町村社会福祉協議会・ボランティアセンター 

・社会福祉施設 

・ＮＰＯ団体・ボランティアグループ 

・各団体等（社会福祉団体・教育関係機関・企業・商工・労働組合など） 

・県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

体験プログラムを企画したら・・・ 

『2014夏のボランティア体験月間 計画書・受入票』に、プログラムの内容を記入。 

本会にＦＡＸ・メール・郵送にてお送りください。（実施日の１週間前まで） 

計画書・受入票提出後、体験プログラム終了までの流れ・・・ 

１．計画・受入票の内容を本会ホームページにて公開し、広くボランティア募集を呼びかけます。 

２．ボランティア体験を希望されている方や、ホームページを見られた方が、直接主催者に電話にて連絡。 

３．当日、ボランティア体験プログラムを実施。 

４．終了後、『2014夏のボランティア体験月間 報告書』を本会にＦＡＸ・メール・郵送にて提出願います。 

 

ボランティア参加者募集について 
ボランティア活動に取り組みたい気持ちはあっても、始めるきっかけや後押しが欲しい方はいませんか？ 

毎年７月～８月を『ボランティア体験月間』として、各地で多様なボランティア体験プログラムが用意されています。 

夏のボランティア体験月間を機にあなたもボランティア活動してみませんか？ 

ボランティア参加方法 
本会のホームページにて随時掲載（6月中旬予定）される各施設、団体のボランティア体験プログラムを参照ください。 

ボランティア活動への参加については、参加希望者が直接、各施設や団体に連絡し、各自で申し込むこととします。 

 

 

和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

〒640－8545 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 

ＴＥＬ：073－435-5220 ＦＡＸ：073－435-5221 

詳しくは、本会ホームページをご覧ください。 

『福祉活動ガイド』で検索！または、http://www.shakyo.com/ 
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ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 情 報  
 始めよう！ おどるんや ～第１１回紀州よさこい祭り～ 
   一緒にお祭りを盛り上げませんか！（第46回紀州おどり「ぶんだら節」8月2日（土）同日開催） 

ボランティア活動日程：８月２日（土）１５時～２１時３０分 

８月３日（日）前半１３時～１８時、後半１７時～２２時、終日１３時～２２時 

活動場所：和歌山城周辺 

活動内容：エコクリーン活動、パレードの沿道整備、踊り子への給水etc. 

そ の 他：家族と一緒にプチボランティアを体験しよう！ 

第1回申込締切：６月３０日（月）（締切日以降の申込みも歓迎します） 

申込方法：ホームページ「おどるんや」を検索！ 

       申込用紙に記入のうえ、ＦＡＸまたはハガキでお申込みください。 

※申込用紙は、下記連絡先にお問い合わせください。 

お申込・お問い合わせ先：ＮＰＯ紀州お祭りプロジェクト 「お祭りスタッフ募集係」 

640-8033 和歌山市本町２丁目４６番地 ＴＥＬ：０７３－４２６－４４２４ ＦＡＸ：０７３－４２６－４４２６ 

平成26年度 ボランティア活動交流普及事業 ～社会福祉のためのボランティア活動を応援する助成金～ 

テーマ：孤立を防ぐボランティアの輪
わ

と力
ちから

 

社会的孤立に気づき、防ぎ、助けあいながら、誰もが安心して住み続けられるまちづくりの一翼を担うボランティア・市民活

動の交流及び普及、並びに社会福祉のために寄せられた善意や関心を実際の活動へとつなげることを目的にボランティア活動

に対し助成を行います。 

助成対象団体（次のすべての要件を満たすこと） 

① 和歌山県内に活動拠点があり、ボランティア活動を行っている団体であること。 

② ボランティア活動を行うことを目的に作られた団体、又は社会福祉協議会等ボラ 

ンティア・市民活動推進の専門職として側面的に支援若しくはコーディネートを 

行う団体であること。 

③ 非営利団体であること。 

助成対象活動（さまざまな人や団体との連携により行う活動であること） 

 上記テーマに沿った活動であり、次のいずれかの活動であること。 

① 生活支援のためのボランティア活動 （例）見守りネットワーク、サロン活動、外出支援、世代交流等 

② 地域福祉活動の基盤づくりのための福祉教育・ボランティア学習を推進する活動 

③ 地域における防災学習や災害対策、要援護者支援に取り組む活動 

④ その他、団体等からの提案により必要と認められる活動 

 

～そよかぜ通信発送ボランティアに参加して～文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

４月に開催された和歌山県社会福祉協議会発行の機関紙「そよかぜ」を発送するボランティアに参加した際の様子を

お伝えします。 

毎月参加させていただいているこのボランティアは、若者たちの就労に向けたステップアップの場となっております。

皆さん最初は緊張した面持ちでしたが作業をするうちにほぐれてきたようで、時々ではありますがお互いに声を掛け合

う場面も見られました。切手を切り取る作業では珍しい切手があると笑い声もあがり、和やかに作業することができた

と思います。今回は初めて参加した方が数名おりましたが「参加してよかった」という感想をいただきました。 

ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 
≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫４月９日～５月14 日受付分 

きのくに信用金庫 様、岩出市社会福祉協議会 様、上富田町社会福祉協議会 様、和歌山県庁 様（合計16,111g） 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

助成額１活動につき 
８万円を限度とします。 

助成申請期間 
平成26年6月2日（火）～ 

6月20日（金）（必着） 
申請方法等、詳しくは、本会ホームペー

ジをご確認ください。 
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 
 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 



 

 

夏のボランティア体験月間 

夏休みや休暇を取りやすい７月、８月は『ボランティア体験月間（愛称：ナツボラ、サマボラ）』と呼ばれています。

この期間をボランティア活動推進の好機ととらえ、和歌山県においても、ボランティアグループ等と協力しながら、子

どもから学生、勤労者、高齢者まで多くの皆様がボランティア活動に参加・体験できる多様なプログラムを積極的に提

案・実施するものです。 

実施期間 平成2６年7 月1 日（火）～8 月31 日（日）    

体験プログラム募集について 
どんな団体がプログラムを企画するの？ 

・市町村社会福祉協議会・ボランティアセンター 

・社会福祉施設 

・ＮＰＯ団体・ボランティアグループ 

・各団体等（社会福祉団体・教育関係機関・企業・商工・労働組合など） 

・県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

体験プログラムを企画したら・・・ 

『2014夏のボランティア体験月間 計画書・受入票』に、プログラムの内容を記入。 

本会にＦＡＸ・メール・郵送にてお送りください。（実施日の１週間前まで） 

計画書・受入票提出後、体験プログラム終了までの流れ・・・ 

１．計画・受入票の内容を本会ホームページにて公開し、広くボランティア募集を呼びかけます。 

２．ボランティア体験を希望されている方や、ホームページを見られた方が、直接主催者に電話にて連絡。 

３．当日、ボランティア体験プログラムを実施。 

４．終了後、『2014夏のボランティア体験月間 報告書』を本会にＦＡＸ・メール・郵送にて提出願います。 

報告書締切：9 月2６日（金） 

 

ボランティア参加者募集について 
ボランティア活動に取り組みたい気持ちはあっても、始めるきっかけや後押しが欲しい方はいませんか？ 

毎年７月～８月を『ボランティア体験月間』として、各地で多様なボランティア体験プログラムが用意されています。 

夏のボランティア体験月間を機にあなたもボランティア活動してみませんか？ 

ボランティア参加方法 
本会のホームページにて随時掲載（6月中旬予定）される各施設、団体のボランティア体験プログラムを参照ください。 

ボランティア活動への参加については、参加希望者が直接、各施設や団体に連絡し、各自で申し込むこととします。 

 

 

和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

〒640－8545 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 

ＴＥＬ：073－435-5220 ＦＡＸ：073－435-5221 

 

詳しくは、本会ホームページをご覧ください。 

『福祉活動ガイド』で検索！または、http://www.shakyo.com/ 

 
ボランティア情報   第2１３号（２０１４．６．１） 

発行：和歌山県社会福祉協議会・和歌山県ボランティアセンター 

〒６４０－８５４５  和歌山市手平２丁目１－２ 

県民交流プラザ  和歌山ビッグ愛７階 

Ｔｅｌ：０７３－４３５－５２２０Ｆａｘ：０７３－４３５－５２２１ 
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ＲＵＮ伴ＴＯＭＯ―ＲＲＯＷ２０１４ 
ＲＵＮ伴（ランとも）とは、認知症の人や家族、支援者、一般の人が少しずつリレーをしながら、一つのタスキをつ

なぎ、ゴールを目指すイベントです。 

2014 年は、北海道から広島まで2,500 キロを横断！  
帯広～旭川～札幌  7月12日（土）～14日（月）        

札幌～函館  7月25日（金）～27日（日）           

 青森～一関  9月13日（土）～15日（月・祝） 

 一関～福島  9月20日（土）・21日（日） 

 水戸～東京  9月23日（火・祝） 

 東京～町田～御殿場  9月27日（土）・28日（日） 

 金沢～福井～彦根  9月27日（土）・28日（日） 

 御殿場～富士宮～名古屋～彦根  10月3日（金）～5日（土） 

 恵那～名古屋  10月5日（日） 

 彦根～大阪～姫路  10月11日（土）～13日（月・祝）      詳しくはホームページまで 

 姫路～広島  10月24日（金）～26日（日）             http://runtomo.jimdo.com/ 

主催 NPO法人認知症フレンドシップクラブ RUN伴
とも

 2014 実行委員会 

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 情 報  
 始めよう！ おどるんや ～第１１回紀州よさこい祭り～ 
   一緒にお祭りを盛り上げませんか！（紀州よさこい祭り・第46回紀州おどり「ぶんだら節」2日（土）同日開催） 

活動日程：８月２日（土）１５時～２１時３０分 

８月３日（日）前半１３時～１８時、後半１７時～２２時、終日１３時～２２時 

活動場所：和歌山城周辺 

活動内容：エコクリーン活動、パレードの沿道整備、踊り子への給水etc. 

その他 ：家族と一緒にプチボランティアを体験しよう！ 

第1回申込締切：６月３０日（日）（締切日以降の申込みも歓迎します） 

申込方法：ホームページ「おどるんや」を検索！ 

       申込用紙に記入のうえ、ＦＡＸまたはハガキでお申込みください。 

※申込用紙は、下記連絡先にお問い合わせください。 

お申込・お問い合わせ先：ＮＰＯ紀州お祭りプロジェクト 「お祭りスタッフ募集係」 

640-8033 和歌山市本町２丁目４６番地 ＴＥＬ：０７３－４２６－４４２４ ＦＡＸ：０７３－４２６－４４２６ 

 

～そよかぜ通信発送ボランティアに参加して～文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

４月に開催された和歌山県社会福祉協議会主催の「そよかぜ通信」を発送するボランティアに参加した際の様子をお

伝えします。 

毎月参加させていただいているこのボランティアは、若者たちの就労に向けたステップアップの場となっております。

皆さん最初は緊張した面持ちでしたが作業をするうちにほぐれてきたようで、時々ではありますがお互いに声を掛け合

う場面も見られました。切手を切り取る作業では珍しい切手があると笑い声もあがり、和やかに作業することができた

と思います。今回は初めて参加した方が数名おりましたが「参加してよかった」という感想をいただきました。 

ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 
≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫４月９日～５月14 日受付分 

きのくに信用金庫 様、岩出市社会福祉協議会 様、上富田町社会福祉協議会 様、和歌山県庁 様（合計16,111g） 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

4回目の今年は、「うちの町でもタスキを

つなげたい」との声にお応えして、ルー

トがさらに拡大します。北海道から広島

までの本線と、同時並行して走行する副

線も各地でつながります。 

エントリースタート！！ 
 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 



夏のボランティア体験月間  ボランティアで、いい出会いを！ 
実施期間 平成２６年７月１日（火）～８月３１日（日） 

 

夏のボランティア体験月間事業は、休暇を取りやすい７月から８月の夏の期間を利用して、多くの方々にボランティ

ア活動に参加していただく取り組みです。新たなボランティアの参加層の拡大とさまざまなボランティア活動が和歌

山県内各地域で展開されることを目的に実施します。 

 

参加者募集！  

「人の役に立つことをしたい」「自分の力を活かせる場所がほしい」「日頃は学校や仕事で時間がとれない」「ボランテ

ィアに興味はあるけれど、始めるきっかけがつかめない。後押しがほしい」…という方々のために、和歌山県内の社

会福祉施設やボランティアグループ、NPO団体などの協力により、ボランティア活動をより気軽に、より身近に体験

できるプログラムが用意されています。 

ボランティア初心者も経験者も大歓迎！みなさんの参加をお待ちしています。 

ボランティア参加方法 ～ボランティア活動を見つけよう～ 
① 参加できる体験プログラムを選びましょう。 

▶和歌山県社会福祉協議会ホームページにて随時掲載される各施設、団体のボランティア体験プログラムを参照くだ

さい。 

「福祉活動ガイド」で検索！→ http://www.shakyo.com/ 

県内のボランティア活動をまとめてご紹介します。日時・地域などで検索することができます。 

②参加したい体験プログラムが決まったら、プログラムの実施団体に直接連絡し、各自で申し込みます。 

▶参加にあたっての留意事項を確認しましょう。 

「ボランティア体験プログラム」も募集中！  
社会福祉施設やボランティアグループ、NPO団体のみなさまへ 

ボランティアを受け入れ、交流することにより、施設や団体の活動を知ってもらい、新たなメンバーや応援してくれ

る人に出会うきっかけにもつながります。 

【計画書・受入票】に体験プログラムを記入のうえ、開催日の１週間前までに和歌山県社会福祉協議会あてに届くよ

う、提出をお願いします。 

詳しくは、ホームページ「ふくしネットわかやま」 

 http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ をご確認ください。 

お問合せ先  ＜年間を通じて、ボランティア活動情報を募集しています！＞      

和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

〒640－8545 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 

ＴＥＬ：073－435-5220  ＦＡＸ：073－435-5221 

 

＊＊＊各種イベント等紹介＊＊＊ 
① 第５回 みんなの学校寄席 with ミュージック 

わかやま楽落会による寄席と音楽ライブ！マジックや漫才などもあり、楽しい演目が満載です。小学生 

によるこども落語は必見！ 

日 時：７月５日（土）１５：００～１８：００ 

場 所：みんなの学校（和歌山市米屋町２ ぶらくり丁商店街内） 

会 費：無料 

お問合せ先：わかやま楽落会事務局 

電 話：０９０－２１００－８２６３  Email：nope930@gmail.com 

 

 
ボランティア情報   第2１４号（２０１４．7．１） 

発行：和歌山県社会福祉協議会・和歌山県ボランティアセンター 

〒６４０－８５４５  和歌山市手平２丁目１－２ 

県民交流プラザ  和歌山ビッグ愛７階 

Ｔｅｌ：０７３－４３５－５２２０Ｆａｘ：０７３－４３５－５２２１ 
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② お手玉遊び親子教室～とどけよう お手玉のぬくもり！～ 

『昔懐かしい伝承文化！親子で楽しめる！高齢者の元気アップ！リハビリに！脳の活性化！』 

日 時：７月26 日（土）１０：００～１２：００ （受付９：３０～） 

場 所：河北コミュニティセンター２階 多目的ホール（和歌山市市小路） 

参加費：大人５００円、子ども（中学生以下）無料 

申込期限：７月２４日（木） 

内 容：開会式、ウォーミングアップ、技の練習、個人戦、名人芸、お手玉演舞、閉会式、表彰式 

申込み、お問合せ先：和歌山のお手玉の会 森 勝代  ０７３－４５２－８６２７ 

③ 第５回 和歌山 バリアフリーまつり in すさみ 
海洋レジャーが国民のライフスタイルに浸透している今日、マリンスポーツの世界においてもバリアフ

リー化が求められています。障がい者も気軽に安心して海洋レジャーを体験でき、併せて、高齢者・障が

い者等の困難を自らの問題として認識し、心のバリアを取り除き一人ひとりが積極的に参加することで、

心のバリアフリーユーザーの増えることを目的としています。 

日 時：８月３日（日）１０：００～ 

（受付：９：００～）※小雨決行、荒天の場合中止  

場 所：すさみ海水浴場（和歌山県すさみ町） 

参加費：１,０００円（イベント昼食、保険込） 

    ※付添い（引率・保護者等）の方は、３００円で参加可能です。 

申込期限：７月２８日（月）まで  

イベント内容：ディンギーヨット試乗体験、海水浴体験、シーカヤック試乗体験、 

クルーザー乗船体験、、みんなで歌おう！in すさみ、イカの皮むき競争、即売会、作品・パネル展示等 

※当日は水にぬれても良い服装でお越しください。（水着、着替えは各自準備ください。） 

申込み、お問合せ先：和歌山バリアフリーまつり実行委員会 

事務局 ＮＰＯ法人 魅来づくりわかやま  電話：０７３９－５５－３２８１ 

☆ボランティアスタッフ募集中！詳しくは事務局まで、ご連絡ください。 

 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

ボランティアに参加した目的は、したい仕事をするという結果を得るための功徳を積む事だと思う。 

ボランティアには金銭的な報酬がないので宗教的な意味合いが強くなるような気がする。他の参加者の話では、暇だ

から、勧められたから、面接で企業にアピールするため、という意見があった。功徳だけでなく自分のＰＲという科学

的に意味のある思想を持つ人もいるのである。 

今回の活動は単純作業。職業には収入を得るだけでなく、所属・愛情、尊重・承認、支配、自己実現を得るという目

的もあるので、それにつながる職業に就くための費用と功徳を得ることが目的となるのではないだろうか。 

 

ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 
≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫5 月15 日～6 月14 日受付分 

岩出市社会福祉協議会 様、匿名希望 様、和歌山グループ声 様、和歌山友田郵便局 様、有田市社会福祉協議会 様、 

和歌山県勤労者山岳連盟 様、匿名希望 様、郵政退職者共助会和歌山支部 様、（合計７,０３６g） 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧ください。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

2014夏のボランティア体験月間  

ボランティアで、いい出会いを！ 

「ボランティアに興味はあるけれど、始めるきっかけがつかめない。後押しがほしい」… 

という方々のために、県内各地で様々なボランティア体験プログラムが用意されています。 

 

ボランティア参加方法～ボランティア活動を見つけよう 

①参加できる体験プログラムを選びましょう。 

▶和歌山県社会福祉協議会ホームページにて随時掲載される各施設、団体のボランティア体

験プログラムを参照ください。 「福祉活動ガイド」で検索！→ http://www.shakyo.com/ 

県内のボランティア活動をまとめてご紹介します。日時・地域などで検索することができ

ます。 

②参加したい団体が決まったら、体験プログラムの実施団体に直接連絡し、各自申し込みま

す。 

▶参加にあたっての留意事項を確認しましょう。 

実施期間 平成２６年７月１日（火）～８月３１日（日） 

 

お問合せ先 ＜年間を通じて、ボランティア活動情報を募集しています！＞      

和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

〒640－8545 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 

ＴＥＬ：073－435-5220  ＦＡＸ：073－435-5221 

 

＊＊＊各種イベント等紹介＊＊＊  
＜教育講演会＞子育て真最中のお母さん、教育関係者の皆様へ 
あなたも「愛の不思議」を知って親子で成長してみませんか？松居 和氏（元埼玉県教育委

員会委員長・音楽家・作家）をお迎えし講演会を開催します。 

日 時：２０１４年８月９日（土）１３：３０～１５：３０ (受付 １３：００) 

場 所：和歌山ビッグ愛9 階 りぃぶる会議室Ａ 

    和歌山市手平 2－1－2 ＴＥＬ 073-435-5245 

参加費：1,000 円 

主 催：ＮＰＯ法人ハンドインハンド 

    紀の川市粉河 2046-1 3F 

後 援：和歌山県教育委員会 

ご参加のお申込みは電話・ＦＡＸ・メールにてお願いします。 

電 話：090-8384-4841(担当三宅)まで FAX:：0736-74-3355 まで 

Email：office@handinhand-w.com 

＊子どもルーム使用可 詳細はお問合せください。 
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 助 成 金 情 報 案 内  
 

 

公益財団法人 大和証券福祉財団 平成２６年度（第２１回）ボランティア活動助成 
＜応募課題＞  在宅老人、障がい児・者、児童問題等に対するボランティア活動 

＜応募資格＞  ボランティア活動を目的とした団体・グループ 

         申込みに際しては、社会福祉協議会若しくは共同募金会の推薦を必ず受けてください。 

         （和歌山県社会福祉協議会による推薦を受ける団体・グループについては、８月２９日（金）まで

に和歌山県ボランティアセンター窓口へ持参頂くか、郵送（２９日必着）にて提出願います。） 

＜ 助 成 金 ＞ １団体あたり上限額３０万円   

＜助成対象期間＞ 平成２７年１月～平成２７年１２月の活動に対して助成 

＜応募期間＞  平成２６年８月１日(金)平成２６年９月１５日（月）（当日消印有効） 

＜応募方法＞  所定の申込書を財団事務局宛てにご郵送ください。 

＜申込書請求＞ 財団ホームページからダウンロードできます。

(http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html) 

＜申込書送付先＞ 〒104-0031 東京都中央区京橋１－２－１ 大和八重洲ビル 

         公益財団法人 大和証券福祉財団事務局 

         TEL:０３－５５５５－４６４０  FAX：０３－５２０２－２０１４ 
 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

 

単純作業に慣れて仕事に活かせたらと思い、いろいろとあった中で自分に一番むいてると思った発送作業ボランティアに 

参加しました。 

作業は広報誌を三つ折りにして封筒に入れて封をすることです。相談の結果、一人で全過程をこなすより全員で同じ過程 

をこなしてからしたほうが効率的だということになり協力して作業にあたりました。夢中で作業しました。要領をつかむ 

と楽しくなりいつのまにか作業速度も上がっていました。ふと我に返り掌を見るとインクで真っ黒になっていて思わず笑 

ってしまいました。もう終わりだと告げられた時は楽しくてもっとやりたいと思ったくらいです。 

将来の夢はしっかりと無理なく働き生活すること。堅実な人生と言い換えてもいいでしょう。 

 

ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、和歌山県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 
≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫6 月15 日～7 月14 日受付分 

白浜町社会福祉協議会 様、匿名希望 様、和歌山グループ声 様、セキスイハウス近畿（株）和歌山支店 様、和歌山県庁 様、 

フジスレート（株）、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 様、和歌山県民生委員児童委員協議会 様、 

紀陽銀行従業員組合 様,、生命保険協会 和歌山県協会 様（合計１９,１１６g） 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧ください。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 
 

ボランティア･市民活動に関心のある人や実践活動をしている人々が集い、出会い、ふれあいながら交流 

を深め、活動の啓発普及や個々の活動意欲の高揚を図ることを目的として開催します。 

ボランティアグループの活動発表ステージ、体験コーナーや啓発パネルの展示等を通じて、ボランティ 

アの魅力発信を行い、和歌山県内におけるボランティア活動のより一層の振興を図ります。(来場無料) 
 

日 時：11月1日（土）12:00～15:00   

場 所：紀南文化会館 ４階「小ホール」 田辺市新屋敷町１ 

参加対象団体：和歌山県内で活動する、ボランティアグループ 

主 催：和歌山県ボランティア連絡協議会 

協 力：田辺市社会福祉協議会 

    和歌山県社会福祉協議会 

    和歌山県ボランティアセンター 

参加方法や、参加形態等については、本会ホームページをご覧ください。 

『福祉活動ガイド』で検索！→http://www.shakyo.com/ 

＊＊＊各種イベント等紹介＊＊＊  
 

①こどもお笑い福祉士養成講座 
日 程：9月13日、9月20日、10月11日、10月25日、 

11月8日、11月22日、いずれも土曜日 

時 間：13:30～15:00 

場 所：和歌山県立図書館 ２階 文化情報センターふれあいルーム（和歌山市西高松） 

内 容：高齢者福祉施設などを訪問して、落語など笑いで福祉に貢献できるこどもを育成する。 

講 師：笑福亭學光師匠 

費 用：500円 

参加対象者：小、中学生とその家族、20名 

申込締切：9月７日（日） 

申込先：わかやま楽落会（担当：内海）  電話090-2100-8263 

 

②第34 回 腹話術発表会  
和歌山県腹話術協会 34 周年の「腹話術の祭典」を開催します。当日は、メンバー16 名と人形 16 体が、とびっきり

愉快なおしゃべりとアッと驚くサプライズを披露します。また、友情出演のようすい保育園夢鼓隊（ゆめこたい）が、   和

太鼓演奏を披露してくれます。 

1年後に迫った紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会のマスコットキャラクターきいちゃんも応援に駆け付けます。 

ぜひ、お越しください。 

日 時：10月19日（日） 13:00～15:30（開場12:30） 

場 所：和歌山県民文化会館 小ホール 

入場料：無料 

主 催：和歌山県腹話術協会  電話073－425－4844 
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＊＊＊ボランティア募集＊＊＊  

第11 回 精神障害者ソフトバレーボール和歌山県大会（つなげ・ひろがれ・ボールとともに） 

日 時：11 月12 日（水）11:00～17:00 

場 所：和歌山ビッグホエール 

選 手：精神障害者保健福祉手帳の所持者もしくはそれと同等の精神障害を有する者 

ボランティア内容：試合の得点係など 

その他：昼食及びお茶をご用意します。 

申込締切：10 月17 日（金） 

お問い合わせ先：和歌山県精神保健福祉協会  TEL：073-435-5194（まずは、ご連絡ください。） 

〒640-8319 和歌山市手平2 丁目1-2 和歌山ビッグ愛2 階 和歌山県精神保健福祉センター内 

 

 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

仕事に就くにあたって、まずはボランティアでの共同作業を体験しておきたいと思ったので、いくつかのプ

ログラムを受けました。 

この発送作業ボランティアもその中のひとつです。 

広報誌をひたすら折っては封筒に入れ封をするという単純作業の繰り返しでしたが、全く飽きが来ず楽しく

作業することができました。 

終わってから「もっとやりたいくらいでした。」と言うと「向いてるかもしれないね。」と言われ、自分の特

性がわかったような気がしてなんだか嬉しかったです。勇気を出して参加してみてよかったと思いました。 
 

【はじめよう！収集ボランティア】 
 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用さ

れます。時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、

切れているものや、定期券、回数券などは対象外です。 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろ

しくおねがいします。 

 

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫７月15 日～８月14 日受付分 
和歌山県庁 様、海南市社会福祉協議会 様・和歌山県建設組合 様（計3,920ｇ） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 
ボランティア･市民活動に関心のある人や実践活動をしている人々が集い、出会い、ふれあいながら交流を深

め、活動の啓発普及や個々の活動意欲の高揚を図ることを目的として開催します。 

ボランティアグループの活動発表ステージ、体験コーナーや啓発パネルの展示等を通じて、ボランティア活

動の魅力を楽しんでいただきます。 

ボランティア活動が未経験の方、ボランティアに興味のある方、多くの方々の御来場をお待ちしています。 

 

               日時：平成26 年11 月1 日（土）12：00～15：00(来場無料) 

             会場：紀南文化会館 ４階「小ホール」  田辺市新屋敷町1  

  交通：紀伊田辺駅より徒歩15 分 

主催：県ボランティア連絡協議会 

   お問合せ先：県ボランティアセンター ＴＥＬ０７３－４３５－５２２０ 

 

 助 成 金 情 報 案 内  
 

 

 

第７回 わかやまいきいきファンド花王ハートポケット倶楽部 地域助成募集 
①スタートアップ支援事業 １助成 ５万円 （計４団体） 

 活動を開始して２年以内の団体。 

 和歌山県内で活動するＮＰＯ団体(法人格は問いません)であること。 

②パワーアップ支援事業 １助成 １０万円 （計３団体） 

活動を開始して２年以上経過した団体。 

 和歌山県内で活動するＮＰＯ団体(法人格は問いません)であること。 

＜ 申 請 期 間 ＞ 平成２６年９月１６日(火)～平成２６年１１月１７日（月）（当日消印有効） 

＜応募方法＞  申請書類を、わかやまＮＰＯセンター宛に郵送orFAXorメールにてお申し込み下さい。 

※くわしくは、わかやまＮＰＯセンター、または、わかやま県ＮＰＯサポートセンターまでお問合せ下さい。 

＜ 申 請 先 ＞ 特定非営利活動法人 わかやまＮＰＯセンター 

〒６４０-８３３１ 和歌山市美園町５－６－１２ 

TEL:０７３－４２４－２２２３  FAX：０７３－４２３－８３５５ 

http://www.wnc.jp/  E-mail info@wnc.jp   

＜ 相 談 窓 口 ＞ 和歌山県ＮＰＯサポートセンター 

〒６４０-８３１９ 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛９階 

TEL:０７３－４３５－５４２４  FAX：０７３－４３５－５４２５ 

http://www.wakayama-npo.jp/  E-mail info＠wakayama-npo.jp    

公益財団法人 ヤマト福祉財団 平成２７年度 福祉助成金「障がい者福祉助成金」 
＜ 助 成 金 ＞ 上限１００万円 （最大１０件） 

＜ 助 成 対 象 ＞ 平成２８年２月１５日までに完了する事業に限る。 

＜応募期間＞  平成２６年１１月１日(土)～平成２７年１月１０日（土）（当日消印有効） 

＜応募方法＞  申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、下記事務局宛まで郵送下さい。 

（申請書は財団ホームページhttp://www.yamato-fukushi.jpよりダウンロードできます。） 

＜申請書の請求先および問合せ先＞ 

         公益財団法人 ヤマト福祉財団 福祉助成金事務局 

 〒104-00６1 東京都中央区銀座２－１２－１８ ヤマト銀座ビル７階 

         TEL:０３－３２４８－０６９１  FAX：０３－３５４２－５１６５ 
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＊＊＊ボランティア募集＊＊＊  

第11 回 精神障害者ソフトバレーボール和歌山県大会（つなげ・ひろがれ・ボールとともに） 

日 時：11 月12 日（水）11:00～17:00 

場 所：和歌山ビッグホエール 

選 手：精神障害者保健福祉手帳の所持者もしくはそれと同等の精神障害を有する者 

ボランティア内容：試合の得点係など 

その他：昼食及びお茶をご用意します。 

申込締切：10 月17 日（金） 

お問い合わせ先：和歌山県精神保健福祉協会  TEL：073-435-5194（まずは、ご連絡ください。） 

〒640-8319 和歌山市手平2 丁目1-2 和歌山ビッグ愛2 階 和歌山県精神保健福祉センター内 

 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

発送作業ボランティアに参加して 

今までアルバイト経験もなくこれから就職活動ができるのだろうかと思っていたところにこのボランティア

を勧められて初めて参加しました。 

やり始めるまでは「ちゃんとできるだろうか」という心配と、「誰も知ってる人がいない」という緊張でいっ

ぱいでしたが、始まるとみんな黙々と作業をしているので、だんだんと緊張が解けていきました。後半で切

手を切る作業をしたのですが、見たこともないような切手がたくさんあり楽しみながらすることができまし

た。 

茶話会での自己紹介は最初以上に緊張。でも何とか名前を言うことができてホッとしました。また参加した

いと思います。 

 

【はじめよう！収集ボランティア】 
 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用さ

れます。時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、

切れているものや、定期券、回数券などは対象外です。 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろ

しくおねがいします。 

 

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫８月1４日～９月1５日受付分 
退職公務員連盟 様、和歌山警備保障(株) 様、匿名希望 様、建設連合 和歌山県建設組合 様、 

有田川町社会福祉協議会 様、紀美野町社会福祉協議会 様、和歌山県福祉保健総務課 様（計21,615ｇ） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

平成 26 年度 和歌山県社会福祉功労者表彰式 
 
平成26 年10 月15 日（水）、県民交流プラザ和歌山ビッグ愛1 階大ホールにて、 

表彰式が開催されました。今年の受賞者（ボランティア功労者）をご紹介します。 
 
 平成26 年度 和歌山県知事感謝           
  ・福祉ボランティア功労者 
    個人 有田市   南村 文子 様 
    団体 かつらぎ町 かつらぎ町更生保護女性会 （代表 中谷より子） 様 
 平成26 年度 和歌山県社会福祉協議会会長表彰 
  ・ボランティア功労者 
    個人 和歌山市  片岡 洋子 様 
       和歌山市  山本 隆造 様 
       海南市   橋本 光子 様     
       かつらぎ町 北山 成子様 
    団体 橋本市   こころのケアボランティア虹の会 （代表 大萩 広子） 様 
       有田市   株式会社ユニワールド 代表 （江川 真史） 様 
       かつらぎ町 朗読 （代表 原田千惠子） 様 

    

＊各種イベント等紹介 ＊ 
 

 

１．第41 回あしながP ウォーク10（雨天決行・一部別日程） 

 主催：第41 回あしながP ウォーク10 実行委員会 

目的：①国内外遺児の現状を訴え、「歩くボランティア」や「寄付スポンサー」の賛同者を増やす 

   ②「フィランソロフィー（やさしい人間愛）社会」の啓発を実践 

日時：11 月9 日（日）10：00 スタート（受付9：00）（雨天決行・一部別日程） 

 場所：ＪＡ和歌山1Ｆアグリテラス→せせらぎ公園→ＪＡ和歌山1Ｆアグリテラス 

 集合場所：ＪＡ和歌山1Ｆアグリテラス 

 参加方法：ウォーカー参加費(当日受付) 大人：500 円、中･高生：300 円、小学生以下：100 円 

 連絡先：あしながP ウォーク10 関西実行委員会 TEL：0７８-４５３-２４１８ 

 

２．ふれあい人権フェスタ２０１4 

 日時：11 月1５日（土）10：00～1６：00  

 場所：和歌山ビッグホエール 

 内容：150 を超える団体等と一緒に開催するフェスタです。 

    様々な団体の活動展示や、相談コーナー、KIDS 体験コーナー、ステージイベント、ワークショップ、

模擬店もあります。   

県内で活躍する多くのボランティア団体も出展します！   
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３．－自分をみつめて－ 岡本都展 

(パーキンソン病になってからの作品を展示)               

日時：11 月1 日（土）、2 日（日）、8 日（土）、9 日（日） 

15 日（土）、16 日（日）、22 日（土）、23 日（日） 

29 日（土）、30 日（日）、10:00～16:00 

場所：八幡工房（はちまんこうぼう） ギャラリーハチ 

    紀美野町小畑73-1 

 TEL:  073-489-4004 

 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

発送作業に参加した感想 

発送作業ボランティアは2 回目です。 

1 回目はとても緊張して誰とも話をすることができませんでした。最初は嫌だったけどやってみたらそんな

に嫌ではなかったのでまた参加することにしました。 

私は話をするのが苦手なので今度も話はできなかったけど、前より緊張せずに作業をすることができました。

こんな感じでできる仕事があればいいのにと思いました。 

また来月も参加したいと思います。 

 

[県ボランティア連絡協議会より] 

一面でお知らせした「平成26 年度和歌山県社会福祉功労者表彰式」で、 

本会員の「いきいきシニアわかやま」の会長・山本隆造さんが、ボラン 

ティア功労者として受賞されました。 

【はじめよう！収集ボランティア】 
 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用さ

れます。時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、

切れているものや、定期券、回数券などは対象外です。 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろ

しくおねがいします。 

 

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫９月1６日～１０月1５日受付分 
有田川町社会福祉協議会 様、わかやま楽落会 様、海南市社会福祉協議会 様、匿名希望 様、 

（一社）生命保険協会和歌山県協会 様 （計5,770ｇ） 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 26年度 ボランティアフォーラム 

～集まれボランティア！広がれスマイル！つながれハッピー！～を開催 
 

去る平成26 年11 月1 日（土）、田辺市紀南文化会館にて「平成26 年度ボランティアフォーラム」（主

催：和歌山県ボランティア連絡協議会）が開催されました。 

県内で活動するボランティア団体等（29 団体）が参加し、当日は関係者を含め約500 名の来場者があり

ました。 

ステージでは、12 団体が、日頃行っている活動内容等を発表しました。また、展示・体験ブースでは、

26 の団体が活動写真の掲示や活動体験、販売等を行いました。 

普段は県内各地のボランティア団体が集まる機会が少ないことから、フォーラムでは、たくさんの出会い

とふれあいがあり、交流も深まり、参加者からは「多くの団体を知ることができた」、「いろいろなボランテ

ィアがあり、活動の場で輝いている姿に印象を強くもった」といった声がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊各種イベント等紹介 ＊ 
１．２０１４「布のハーモニー作品展」  
日 時：12 月３日（水）～12 月７日（日） 

10 時～1８時（最終日は17 時まで） 

場 所：フォルテ・ワジマ2 階（和歌山市本町2 丁目１） 

内 容：パッチワーク・キルト＆手づくり市（チャリティバザー） 

（写真は昨年開催のものです。） 

２．絵本とマリンバを楽しむ会 vol.2 
日 時：12 月２０日（土）1４時開演（1３時３0 分開場） 

場 所：中央コミュニティセンター 多目的ホール（大）（和歌山市三沢町１丁目２） 

参加費：無料（小さいお子様から大人の方まで、どなたでも大歓迎です。） 

問合せ：北寮２７号室（波木：０７３－４３１－５３１５、村上：０７３－４８２－１１４７） 

３．いけばな教室 ～障がいとともに～ 会員募集 
日 時：毎月第2、第4 土曜日 午後1 時30 分～午後4 時 

    （このお時間のお好きな時にどうぞ！） 

場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 ７階 和歌山県ボランティアサロン（和歌山市手平２丁目１－２） 

費 用：１回 1,200 円 

問合せ＆申込み：草月流師範 三谷 星千 

        ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７３－４５２－１６８５ 
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＊＊＊助 成 金 情 報 案 内 

近畿ろうきん 201４年度『近畿ろうきんＮＰＯアワード』 

◇助成対象となる事業◇ 

2015 年4 月1 日～2016 年3 月31 日に、日本国内で実施する新規プログラム（以前からの継続分でも

可）で、以下のいずれかの子育て支援事業とします。 

１、子どもの成長を応援する事業  ２、子育て環境を整える事業 

◇助成金額と主な賞◇ 
●大賞 50万円×1団体 ●優秀賞 30万円×2団体 ●奨励賞 20万円×5団体●はぐくみ賞 10万円×4団体 

◇申請期間◇ 201４年12 月１日（月）～201５年1 月3０日（金）必着 

詳しくは、申請書に必要事項を記入の上、提出書類を添付して下記宛先まで郵送にて送付ください。「申請書」

及び「募集の案内」は、ホームページからダウンロードできます。 

（ホームページ： http://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/） 

◇申込み・問い合わせ先◇ 

近畿ろうきん 地域共生推進部 〒550－8538 大阪市西区江戸堀1-12-1 

ＴＥＬ：０６－６４４９－０８４２ 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

発送作業ボランティアの感想 
初めてボランティアに参加しました。 

参加する前は退屈かもと思いましたが全然そんなことはありませんでした。 

三つ折りにするとき、最初はどれくらいで折ればいいかわからなくて少し緊張しました。少し慣れてくると

だんだんと折るのが早くなってきたと思います。 

茶話会での自己紹介は何を言えばいいか言ってくれていたので思ったより緊張せずできました。また参加し

たいと思います。 

【はじめよう！収集ボランティア】 
 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用さ

れます。時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、

切れているものや、定期券、回数券などは対象外です。 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろ

しくおねがいします。 

 

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫１０月１６日～１１月１５日受付分 
和歌山県庁 様、和大ＳＡＮＴＥクラブ 様、和歌山県勤労者山岳連盟 様、社会福祉法人 公風会 様 

（計８８５ｇ） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成26 年度 

 

 

社会福祉法人の地域貢献活動 

～地域から期待されるこれからの社会福祉法人の役割～ 
 

 

≪日  時≫ 平成27 年2 月26 日（木）13:00～15:50（受付 12:30） 

≪会  場≫ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 大ホール（和歌山市手平2 丁目1-2） 

≪参加対象≫ 市町村社協役職員、社会福祉施設関係者、民生委員・児童委員、行政機関関係者、ボランテ

ィア・NPO 関係者、その他地域福祉に関心のある方 

≪申込方法≫ 参加申込書にてお申し込みください。 

開催要項・申込書のダウンロードは下記よりお願いします。 

（http:// www.wakayamakenshakyo.or.jp/） 

≪お問い合わせ・参加申込み先≫ 

       社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会（総務・資金部） 

TEL：073-435-5223 FAX：073-435-5226 

 

※当日、同会場（展示ホール）にて、県内共同作業所・社会福祉施設等で製造 

販売している食品・お菓子・加工品等の販売コーナーを設けます。 

 

 

＊各種イベント等紹介 ＊ 
 

わかやま楽落会 ウインター遊 ing2015 寄席 
≪日  時≫ 平成27 年1 月10 日（土）10:30～12:00 

≪会  場≫ 県立図書館（和歌山市西高松1 丁目7 番38 号） 

       メディア・アート・ホール 

≪入 場 料≫ 無料 

≪お問い合わせ≫ わかやま楽落会  

TEL：090-2100-8263 FAX：073-472-3460 

 

「ボランティア相談」の日って？ 
 毎月、お配りしている「ボランティアサロン予定表」の中に、月1 日「ボランティア相談」の日がありま

す。ボランティアさんが当番となり、和歌山県ボランティアサロン(和歌山ビッグ愛7 階)でボランティアに関

する相談を受け付けています。お気軽にお越しください。 
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参加者募集 

定員先着 220名 
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＊＊＊助 成 金 情 報 案 内 ＊＊＊ 

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 第16 回 社会貢献基金助成 

◇助成の対象となる事業◇ 

原則として、平成27 年度事業（平成27 年4 月～28 年3 月の間に開始し、終了する事業）を対象とし

ます。（高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、環境・文化財保全、国際協力・交流、調査研究事業など社会

貢献に資する事業を対象） 

◇助成金額◇ １件あたり、２００万円以内 

◇募集期間◇ 平成27 年2 月28 日必着 

 詳しくは、協会ホームページをご確認ください。また、「申請書」等は、協会ホームページからダウンロー

ドできます。（ホームページ： http://www.zengokyo.or.jp） 

◇お申込み・お問い合わせ先◇ 

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 社会貢献基金運営事務局 担当：山村 

〒１０５－０００４ 東京都港区新橋１－１８－１６ 日本生命新橋ビル９階 

ＴＥＬ：０３－３５９６－００６１（受付時間/月～金 午前10 時～午後5 時） 

 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

発送ボランティアの感想 

今回は参加人数が少ないと聞いて、作業が大変ではないかと思いましたが久しぶりなので参加しました。最

初は発送の数が多いのを見て出来るかどうか心配になりました。 

でも一生懸命に作業をしたので思ったよりも終わるのが早くてよかったです。 

終わったときに「来てくれて助かった。ありがとう」と言われたときは嬉しかったです。茶話会は自己紹介

ではなくて自由に話をしました。私は自分から話しかけるのが苦手ですがいつもよりたくさん話ができたと

思います。 

【はじめよう！収集ボランティア】 
 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用さ

れます。時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、

切れているものや、定期券、回数券などは対象外です。 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろ

しくおねがいします。 

 

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫１2 月１６日～１月１５日受付分 
退職公務員連盟 様、社会福祉法人 和歌山つくし会 認定こども園 つくし幼稚園 様 

建設連合 和歌山県建設組合 様、和歌山県庁 様、橋本市社会福祉協議会 様 

 （計6,790ｇ） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧くださ



い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 
 
 
 
 

 



 

第１回御坊市ボランティアフェスティバル開催 
 

御坊市では多くのボランティアさんが色々な分野で活躍されています。 

その日頃活躍されているグループ・団体の方々の発表の場を持ち、多く 

の皆さんと交流を深めながら、ボランティア活動を知っていただき、ボ 

ランティアをはじめるきっかけづくりとして開催いたします。 

皆さんお誘い合わせの上、ご来場下さい。 

 

日時 平成27 年3 月1 日（日） 11:30～15:00 （入場無料）   

会場 御坊市民文化会館 小ホール・展示室（御坊市薗２５８−２） 

主催 御坊市社会福祉協議会  （お問合せ：0738-22-5490） 

 

飲食コーナー（無料）                  

展示室： 11:30 ～15:00                

     ①わた菓子（えがおの会）                  

 ②ポンポン菓子（えがおの会）               

    ③ぜんざい・飲み物                 展示・啓発コーナー 

（御坊市女性ボランティア連絡協議会）       展示室：11:30 ～15:00 

 ※わた菓子、ポンポン菓子は子どもさんに限ります。       ①住民参加型「家事援助サービス」 

 ※無くなり次第終了いたします。                           花まるごぼう派遣事業 

                             ②地域デイケアサロン 

発表コーナー（発表予定順）                ③手話サークルひまわり 

小ホール：12:00～15:00                ④ウイズ・ア・スマイル 

  ①楽器演奏（ヒール・デ・ビール）           ⑤県ボランティアセンター 

  ②読み聞かせ（ごぼうお話の会）            ⑥市健康福祉課・社会福祉課 

  ③楽器演奏（アンサンブル・トルテュー）           ⑦プルトップ、使用済み切手受付 

  ④読み聞かせ（よみきかせオヤジの会） 

  ⑤影絵・人形劇他（えがおの会） 

 

＊各種イベント等紹介 ＊ 
①第21 回ふれあい文化祭 
支
ささ

え愛～ありのままの私とありのままのあなた～ 

毎年恒例のふれあい文化祭は、子供からお年寄りの方まで多くの皆さんに楽しんでいただけるお祭りです。

「もっと福祉に関心をもってもらいたい」という思いから企業や行政機関も協力し、福祉施設や、保育所、

ボランティア、学校の活動を紹介する場です。心のバリアフリーを皆で学び、誰もが安心して暮らせる街づ

くりを一緒に進めていきましょう。 

日 時 平成27 年2 月7 日（土）、8 日（日）10:０0～1６:00 

会 場 ガーデンホテルハナヨアリーナ（田辺市文里2 丁目36-40） 

入場料 無料 

主 催 ふれあい文化祭実行委員会（事務局：田辺市社会福祉協議会） 

TEL：0739—24-8329 FAX：0739-26-2928 
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②禅
ぜん

＆笑
わらう

  坐禅（ざぜん）ラフター（笑い）ヨガ   体験会 ＰＡＲＴ２ 
あなたの「心」を「無(む)」にし、笑い、元気になりませんか？ 

南海静坐会＆ラフターヨガわかやま 出前講座 in 武道館 

※はじめての方、大歓迎。 親切、丁寧に先生が指導してくれます。 

どなたでもできます。 椅子に座ってもＯＫ。 当日は動きやすい服装でお願いします。 

日 時 平成27 年2 月22 日（日） 13:00～16:45 

会 場 和歌山県立武道館（和歌山市和歌浦西２丁目１−２２） 

参加費 1 人 500 円 定員 30 名（※幼児・小・中・高校生の方は無料です。）   

講 師 坐禅 上田月庵先生 ＆ ラフターヨガ 藤島壽子先生 

お問合せ・お申し込み  

（公財）和歌山県スポーツ振興財団 和歌山県立武道館 

    ＴＥＬ：073-444-6340  ＦＡＸ：０７３－４４４－６３４４ 

（駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関にてお越しください。） 

 

 

文責：若者サポートステーションわかやま 西山 

筆者：若者サポートステーションわかやま利用者 

発送ボランティアの感想 

今回は参加人数が少ないと聞いて、作業が大変ではないかと思いましたが久しぶりなので参加しました。最

初は発送の数が多いのを見て出来るかどうか心配になりました。でも一生懸命に作業をしたので思ったより

も終わるのが早くてよかったです。 

終わったときに「来てくれて助かった。ありがとう」と言われたときは嬉しかったです。茶話会は自己紹介

ではなくて自由に話をしました。私は自分から話しかけるのが苦手ですがいつもよりたくさん話ができたと

思います。 

【はじめよう！収集ボランティア】 
 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用さ

れます。時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、

切れているものや、定期券、回数券などは対象外です。 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろ

しくおねがいします。 

 

 
ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫１2 月１６日～１月１５日受付分 
退職公務員連盟 様、社会福祉法人 和歌山つくし会 認定こども園 つくし幼稚園 様 

建設連合 和歌山県建設組合 様、和歌山県庁 様、橋本市社会福祉協議会 様（計6,790ｇ） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ。 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しております！ぜひご覧ください。

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 



 



 

 



 

 
平成２７年度 ボランティア保険の受付を開始しました！ 
 前年度との変更点につきましては、ボランティア活動保険では、後遺障害保険金の支払い

方法の一部改訂と天災タイプの保険料の引き下げが行われました。また、ボランティア行事

用保険では、保険金額及び宿泊を伴う行事（Ｂプラン）の保険料が見直されるとともに、対

象行事の範囲が拡大（Ａ３区分の新設）しました。詳しくは県ボランティアセンターまでお

問い合わせ下さい。 
万一の事故に備えてボランティア保険の加入をお勧めします。 
【平成２７年度 ボランティア活動保険】 

            プラン 
タイプ Ａプラン Ｂプラン 

  基本タイプ ３００円 ４５０円 
（改訂）  天災タイプ ４３０円 ６５０円 

 

【平成２７年度 ボランティア行事用保険】 
Ａプラン 

（宿泊を伴わない行事） 
（改訂）      Ｂプラン 

（宿泊を伴う行事） 

Ａ１行事 Ａ２行事 Ａ３行事（新設） １泊２日 ２３９円 ２泊３日 ２９３円 ３泊４日 ２９８円 

１日 ２８円 １日１２６円 １日２４８円 ４泊５日 ３５２円 ５泊６日 ３５７円 ６泊７日 ３６２円 

 

 

地域福祉を支援する【わかば基金】について 

 

【わかば基金】は、地域に根ざした福祉活動を展開しているグループが、活動の幅を 

広げるための支援をしています。（主催：NHK 厚生文化事業団） 

支援金部門 

＊１グループにつき、最高１００万円（７グループほどを予定） 

対象：国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動 

   の輪を広げたいというグループ。 

リサイクル 

パソコン部門 

＊ノートパソコン総数５０台程度（贈呈台数：１グループにつき、３台まで） 

対象：パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、台数を 増やす 

ことで、より高齢者や障がいのある人に役立ち、活動の充実を図れるグループ。 

東日本大震災 

復興支援部門 

＊１グループにつき、最高１００万円（７グループほどを予定） 

対象：東日本大震災の被災地に活動拠点があり、その地域で福祉活動をすすめて 

   いるグループ。 

   支援金で活動の再整備を進めたい、被災地に必要な新たな事業を展開したい 

   と考えているグループ。 

＜申込方法＞申請書（ホームページからダウンロードできます）の「記入上の注意」をよ            

      く読み、必要事項をご記入のうえ、ＮＨＫ厚生文化事業団へお申込み下さい。 

＜ホームページ＞http://www.npwo.or.jp 

＜締め切り＞２０１５年３月３１日（火）必着  郵送のみ 
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県民交流プラザ  和歌山ビッグ愛７階 

Ｔｅｌ：０７３－４３５－５２２０Ｆａｘ：０７３－４３５－５２２１ 

http://www.npwo.or.jp/
pcw191user
スタンプ



 若者サポートステーションわかやま 

  ボランティア体験レポート 
                                    

今回は、そよかぜの発送作業に参加していただいた２０代女性の方からの感想をお届け 

します。                （文責：若者サポートステーションわかやま 西山） 

 
     発送作業ボランティアは何度か参加させてもらっています。 

       最初の頃は、三つ折りがうまくできなくて「これでいいのかなあ」と不安でいっぱい 

        でしたが、だんだんと慣れてきて早くできるようになりました。 

         作業が終わってから自己紹介やひとことスピーチをするのですが、これにはなかなか 

        慣れません。でも、前より声が大きくなったと褒めてもらえるとうれしいので、また参 

     加しようと思います。 

 
 

 【はじめよう！収集ボランティア】 

 県ボランティアセンターでは、使用済み切手、カードを集めています。これらは、換金され地域福祉のために利用されます。

時間や場所を選ばずに今すぐ始められるボランティア活動です。 

<使用済み切手> 

切手のまわり１㎝程度の余白を残して、封筒やはがきの台紙ごと切り取ります。 

<使用済みカード> 

テレホンカード、交通機関のカード、ハイウェイカード、クオカードを集めています。書き込みや、折れているもの、切れて

いるものや、定期券、回数券などは対象外です。 

 

＊また、県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛１階の管理事務所では、ペットボトルキャップを集めています。ご協力よろしくおね

がいします。 

 

 

 

ご寄付いただいた使用済み切手は換金し、県社会福祉協議会を通じて県内の福祉活動の助成金とさせていただきます。 

≪協力いただいたボランティア様のご紹介≫1 月1５日～２月１４日受付分 

海南市社会福祉協議会様、郵政退職者共助会様、新宮市社会福祉協議会様 

一般社団法人 生命保険協会和歌山県協会 様     （計20,000ｇ） 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせはこちらへ 

和歌山県ボランティアセンタ－ TEL０７３－４３５－５２２０・FAX０７３－４３５－５２２１              

 事務局では情報紙｢そよかぜ｣の記事〔お知らせ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集・開催案内〕を募集しています。  

Ａ４版１枚にまとめてＦＡＸで送付をお願いします。ボランティアグループ等の活動紹介も募集中！ 

和歌山県社会福祉協議会のホームページにて、情報発信しています！ぜひご覧くださ

い。http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/
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