
 

 

 

 

 
 

～テーマ：地域を支え地域に支えられる、福祉のまちづくり～ 
 

去る 3月 16日（金）、「ボランティア活動報告会」を開催しました。 

テーマに沿った活動を行った８団体が、映像や実演を交え報告を行いました。 

参加者はボランティア活動に関心のある方から、普段から活動している方まで約４０名の参加があり、

「子どもから大人まで多世代交流が多くみられ良かった」、「地域の声をカタチにしている、見える化がす

ごい！」、「自発性、主体性、専門性が表れていて、どの団体も良かった」といった声がありました。報告

会から得た「情報・アイデア・つながり」を、今後の活動に活かしていただきたいと思います。 

 

 

 

★平成 30 年度 ボランティア活動保険・行事用保険 について★ 
平成 30 年度ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険の受付をしています。 

 

ボランティア活動保険：日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償！！ 

ボランティア行事用保険：地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガ 

や賠償責任を補償！ 

 

※活動保険、行事保険共に平成 29 年度との保険料の変更はございませんが、補償金額については変更しております。 

詳しくは、インターネットにて『ふくしの保険』（https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/top.php） 

を検索いただくか、お住まいの市町村社会福祉協議会または、県社会福祉協議会までお問い合わせください。 

問合せ先：県社会福祉協議会 073-435-5220 
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和歌山県ボランティアセンターでは、高齢者疑似体験セット・車椅子を無料で貸出しています。 

・高齢者疑似体験セットとは、身体能力の変化を理解し、高齢者の視点に立ち、他人事ではなく自分自身のこ

ととして思考することを目的に実施する物です。また、介助方法はもとより、体験によって感じたことを起点

として、思いやりの心やコミュニケーションの取り方を共に育みあっていくことを大切にしています。 

詳しい内容については、和歌山県社会福祉協議会ホームページ内より、高齢者疑似体験セットを検索くださ

い。 

問合せ先：和歌山県ボランティアセンター 073－435－5220 

 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協 

議会を通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

橋本市社会福祉協議会様、㈱西川製作所様、きのくに信用 

金庫様、東武トップツアーズ様、紀伊郷土玩具の会様、有田 

市社会福祉協議会様、和歌山市社会福祉協議会様、県長寿社 

会課様                (2/16～3/15 受付分) 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、和歌山県ボランティ
アセンターまで。TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

の活動紹介やイベント情報等を募集しています。 
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第８回ワールドラフターディ 

～笑いヨガまつり～ 

日時：５月６日（日） 

   １０：００～１２：００ 

場所：和歌山城公園 西の丸広場 

参加費：無料 

持ち物：タオル・飲み物 

問合せ先：ラフターヨガ・わかやま 

味村 080－6172－8281 

北原 090－8753－2949 

 

お手玉遊び 交流会        

・お手玉交流会                    

 日時：4/16,5/21,6/18,7/16  10:00～12:00    

  場所：河北コミュニティセンター           

・お手玉遊び親子教室                 

 日時：4/7,5/5,6/2,7/7  14:00～15:30      

場所：県立図書館２階                

問合せ先：和歌山のお手玉の会 森 090－8790－8832  
 

 
【雨天中止】 

 

お手玉を使っていろいろな遊び方

をしたり、お手玉の作り方を伝えた

りしながら、やさしさや思いやりの

ある心を育みましょう(*^_^*) 

http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/
http://220.110.203.23/~kenhp/uploadfiles/kenhp/5730/index.htm


 

 

 

 
 

 
 

①公益財団法人 太陽生命厚生財団『平成 30年度 社会福祉助成事業』 
１．助成事業及び金額（ボランティアグループ等が行う事業への助成） 

 （１）対象となる事業または費用 

    A.在宅高齢者または在宅障がい者等の自助・自立の意欲を引き出し、または鼓舞する等その生活 

    の支援に資する事業・費用 

    B.在宅高齢者または在宅障がい者等の福祉に関する事業をするために必要な機器、機材、備品等 

    を整備する事業・費用（例：認知症カフェ等） 

 （２）助成額 １件 10万円～50万円 

２．応募の締切 平成 30年 6月末日（郵便による必着） 

３．応募申込書・応募要項 ホームページからダウンロードしてください。 

             http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/ 

４．お問合せ先 公益財団法人太陽生命厚生財団 事務局 03-6674-1217 

 
 

②一般財団法人日本おもちゃ図書館財団『おもちゃセット助成事業』 
１．助成対象【金額】 

（１）既設のおもちゃ図書館【８万円相当品】 

（２）平成 30年度新設のおもちゃ図書館【15万円相当品+必要な物品の購入費用 10万円以内を助成】

（３）平成 30年度老人福祉施設・老人ホーム等に新設のおもちゃ図書館【5万円相当品】 

 ２．応募方法 

  ・指定の申込書に必要事項を記入し、平成 30年 5月 25日（必着）、郵送にて提出してください。 

※（２）（３）については、市町村社会福祉協議会の推薦文が必要になります。 

４．お問合せ先 一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団 

        〒108-0014 東京都港区芝 5-31-15 センチュリー三田ビル７階 

        TEL：03-6435-2842  

        HP：http://www.toylib.or.jp/ 
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収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて 

社会福祉のために活用させていただきます。 

 海南市社会福祉協議会 様、紀美野町社会福祉協議会 様、郵政退職者共 

助会和歌山支部 様、和歌山県 NPO サポートセンター 様、㈱西川製作所 様、 

県広報課 様                     (3/16～4/15 受付分) 

 
ボランティア活動についてのお問い合わせは、和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
 

事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループの活動紹介やイベント情報等
を募集しています。 

和歌山音楽療法研究会 記念講演「音楽の持つ力」・ピアノ演奏 

内容：県立星林高校３年生 菅田利佳さんにお話「音楽の持つ力」、ピアノ演奏

をしていただきます。どなたでも自由に参加できますので、ぜひ皆さまお聞き

にいただけたらと思います。 

日時： 5月 19日（土）14:00～ 

場所： 福祉交流会館 3階 会議室 3 

（和歌山市小人町 29番地 あいあいセンター） 

問合せ先：和歌山音楽療法研究会 波木 TEL：073-431-5315 

 
わかやま楽落会 第 10回旧中筋家寄席 

内容：こども落語、わかやま楽落会による落語など寄席芸のライブ 

日時： 5月 19日（土）10:00～12:00 

場所： 旧中筋家（和歌山市禰宜） 

入場料：100円（旧中筋家） 

問合せ先：わかやま楽落会  メール：nope930@gmail.com 

                            TEL：090-2100-8263 
 

 

いけばなの会 ～お花が好きな方、一度お問い合わせください♪～ 

内容：『いつでも、どこでも、だれにでも、お花は、心を元気にします』をキャッチ 

フレーズに、障がいのある人、高齢者、ボランティア活動に関心のある人の交流の場 

として「いけばな教室」を開いています。  

日時：毎月第２・第４土曜日 13:30～16:00 

場所：和歌山県ボランティアサロン（和歌山ビッグ愛７階） 

参加費：1200円（お花代） 

    
 

 

 

 

 

mailto:nope930@gmail.com


 

 

 

 
 

 

夏のボランティア体験月間事業（通称「ナツボラ・サマボラ」）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を体験していただく取り組みです。 

福祉・ボランティアへの関心を育むプログラムの企画・実践を行い、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交流・展開されることを目的に実施します。 
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社会福祉施設、ボランティアグループ、企業団体や NPO団体のみなさまへ 

ボランティアを受け入れすることで、施設や団体の活動の理解や、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。ぜひ、この機会にボランティア体験プログラムの企画書をお寄せください。 

「体験プログラム企画書」は、お近くの社会福祉協議会までご提出ください。 

参加者のみなさまへ 

ぜひ、この機会に、あなたもボランティア活動に参加してみませんか。 

体験プログラムは、県ボランティアセンターや市町村社会福祉協議会のホームページ等に掲載します。 

参加方法は、参加希望者が直接、施設や団体に申し込んでください。 

 

【お問い合わせ先】和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター TEL:073-435-5220 

ﾒｰﾙ：waken-vc@shakyo.co  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

① 放課後等デイサービスの障がい児又は職員の 

子どもたちの託児との交流と介助体験 

【活動内容】障がい児とのレクリエーション参加、食

事・排泄等の介助体験、障がい児・託児とのふれあい 

【実施日時】7 月 21 日～8 月 31 日 9:00～17:00 

【場所】チャレンジセンター４階「さくらっ子」 

(海南市鳥居３－１) 

【参加対象者】高校生以上、障がい児や保育に関する

仕事に興味のある方 

【持ち物・服装】上履き、昼食、動きやすい服装 

【主催者・お問い合わせ先】 

医療法人さくら会「さくらっ子」073-484-5102 

（担当者：せんだ） 

② かぐのみ苑湯浅 夏祭り 

【活動内容】毎年、入所者の皆様と地域の皆様との

交流を図るため、「夏祭り」を開催します。夏祭り

での模擬店のお手伝いを募集します！  

【実施日時】7 月 22 日 10:30～14:00 

【場所】かぐのみ苑湯浅(湯浅町湯浅 2032－1) 

【参加対象者】高校生以上 

【持ち物・服装】飲み物･タオル、動きやすい服装 

【注意事項】屋外での活動となりますので暑いで

す。 

【主催者・お問い合わせ先】かぐのみ苑湯浅 

0737-65-3636（担当者：谷） 

mailto:waken-vc@shakyo.co
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 
               
 

 

 

 
 

 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を 

通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

 

紀伊郷土玩具の会 様、和歌山市社会福祉協議会 様、㈱西川製作所 様、 

海南市社会福祉協議会 様、県長寿社会課 様、友田町郵便局 様、 

パインドーム 様、有田市社会福祉協議会 様(4/16～5/15 受付分) 

 

 

 

 

 

 
ボランティア活動についてのお問い合わせは、 

和歌山県ボランティアセンターまで。 
 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
 

事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランテ
ィアグループの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベ
ント等の開催案内などを募集しています。 
本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 
 

第５回しょうがいのある子どもと家族のためのファミリーコンサート 

内容：うた、ウクレレ、管弦アンサンブル、リコーダーアンサンブル、マリンバ他  

日時： ６月１７日（日）１３：３０～１５：００（１３：００開場） 

場所： 和歌山ビッグ愛 １階 大ホール（和歌山市手平 2丁目 1-2） 

   ※完全バリアフリー・駐車場減免あり 

問合せ先：ぐりっとら ﾒｰﾙ：concert_glittra@yahoo.co.jp 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www4.hp-ez.com/hp/glittra2010/ 

平成 30年度和歌山県要約筆記者養成講座～手書きｺｰｽ～ 

内容：要約筆記を行うために必要な知識及び技術を習得する事を目指し

ます。  

日時：7月 5日～12月 6日まで 17回学習を行います。 

応募資格・定員：県内に居住し、運営主体が適当と認めた人、20人  

受講料：無料、テキスト 2冊（3,600円必要） 

問合せ先：和歌山県聴覚障害者情報ｾﾝﾀｰ TEL：073-421-6411 
 

 

 

 

 
提供：いけばなの会 

mailto:concert_glittra@yahoo.co.jp


 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

【日時】 10月 21日（日）12:00～15:30 

【場所】上富田福祉センター（上富田町朝来 755－1） 

【出展対象者】県内で活動するボランティア団体 

【出展形態】ステージ発表、ブース出展 

【申込方法・期限】参加申込書に必要事項をご記入のうえ、 

ＦＡＸまたは郵送にて 8月 17日（金）までに、お申し込み 

ください。 

※参加申込書は県社会福祉協議会ホームページに 

掲載しています。 
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7月 8月は、夏のボランティア体験月間です。この機会に、あなたもボラ 

ンティア活動に参加してみませんか。体験プログラムは、県ボランティア 

センターや市町村社会福祉協議会のホームページ等に随時掲載していま 

す。参加方法は、参加希望者が直接、施設や団体に申し込んでください。 

 

【お問い合わせ先】和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター TEL:073-435-5220 

ﾒｰﾙ：waken-vc@shakyo.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

 

☆☆昨年度の様子☆☆ 

 

 

【申込・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（和歌山県社会福祉協議会内） 

TEL:073-435-5220 FAX：073－435－5221 

ﾒｰﾙ：waken-vc@shakyo.com  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

mailto:waken-vc@shakyo.com
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/
mailto:waken-vc@shakyo.com
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 

 

 
人数も多くて楽しかったです。一緒の机で作業した子が名前を聞いてくれてうれしかったです。今度は自分

から声かけできたらいいな。作業もスムーズにできて良かったです。（20代 女性） 

文責 若者サポートステーション WithYouわかやま 山下 
 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を 

通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

白浜町社会福祉協議会 様、有田振興局 様、田辺市社会福祉協議会様、 

㈱西川製作所 様、聴覚障害者情報センター 様(5/16～6/15 受付分) 

 

 ボランティア活動についてのお問い合わせは、 
和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグルー

プの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベント等の開催案内など
を募集しています。 
本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

遊びのサポーター養成講座 

病気や障害のある子供たちのことを知ってほしいから。そして、より楽しく遊んで

ほしいからサポーターを募集します。 

受講資格：病気や障害のある子供たちとのふれあいに関心がある方（18歳以上） 

定員：30名 受講料：無料 服装：動きやすい服装  

日程：7月 7日（土）10:00～16:30 

場所：和歌山市中央コミュニティセンター1階多目的ホール  

申込期限：7月 5日（木）までに下記申込み先に連絡ください。 

申込・お問合せ先：和歌山県難病・子ども保健相談支援センター（川上） 

TEL：073－445－0520 FAX：073－445－0603  

 

平成 30年度「輝け・病気の子どもたち！リゾートキャンプ」 

ボランティア募集！！ 
「和歌山県難病の子ども家族会」主催のリゾートキャンプで、子供たちと一緒に遊んでもらえるボランティア（18歳以上・120

名）を募集します。 

日時：9月 1日（土）～2日（日） 

会場：和歌山マリーナシティ（無料駐車券をお渡しします）   宿泊先：ガーデンホテルはやし 

参加費：１泊２日（3,000円）、宿泊なしの 2日間（1,000円・夕食付）1日のみ（1,000円・夕食付）、2日のみ（無料） 

申込期限：7月 20日（金）までにお申し込みください。 

事前打ち合わせ会：8月 20日（月）18:30～20:00 県立和医大 4階 大会議室 

申込・お問合せ先：和歌山県難病・子ども保健相談支援センター（川上・林）TEL：073－445－0520  

 

 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

本誌は、月末に若者サポートステーション WithYouわかやまの方々に協力いただ

き発送作業を行っております。発送作業の他、使用済み切手の整理などのお手伝

いもしていただいています。 

 

【いけばなの会 三谷氏 提供】 

mailto:waken-vc@shakyo.com


 

 

 

 

 
 

この度の西日本豪雨災害により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 
<ボランティア活動をされる方へ> 事前によく情報を収集しましょう。 

①ボランティア募集等の情報について ※下記のホームページをご確認ください。 

・全社協被災地支援・災害ボランティア情報（https://www.saigaivc.com/） 

・和歌山県社会福祉協議会（http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/） 

②ボランティア活動保険について 

被災地にて活動する前に必ず、出発地の市町村社会福祉協議会でボランティア活動保険にご加入していただ

くようお願いします。（詳しくは、ふくしの保険で検索！ https://www.fukushihoken.co.jp/） 

③服装・持ち物等 

帽子 orヘルメット、ゴーグル、目薬、タオルやてぬぐい、厚手で長いゴム手袋 or軍手 orゴム軍手、水分（OS-1

やポカリスゥェットの他、目や手を洗える水など）、長ズボン、長靴 or安全靴（踏み抜き防止の中敷き入り）、

防塵マスク、長そでの服、ウエストポーチ（貴重品入れ）、雨具、塩タブレット、ミニ応急セット、貴重品、健

康保険証のコピー、汗拭きシート等。食料等も現地で手に入りにくいものもあるため、出発地で準備しよう！ 

④熱中症予防について 

こまめな水分補給をお願いします。のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分・経口補水液などを補

給してください。 

（熱中症の症状）めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、気分が悪い、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感な

ど。※重症になると、意識消失、けいれん、からだが熱いなど。 
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そよかぜ  

7月 8月は、夏のボランティア体験月間です。この機会に、あなたもボランティア活動に参加してみませんか。体験

プログラムは、県ボランティアセンターや市町村社会福祉協議会のホームページ等に随時掲載しています。参加方法

は、参加希望者が直接、施設や団体に申し込んでください。 

 

【お問い合わせ先】和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター TEL:073-435-5220 

ﾒｰﾙ：waken-vc@shakyo.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

https://www.saigaivc.com/
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/
https://www.fukushihoken.co.jp/
mailto:waken-vc@shakyo.com
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

 
 

県内のボランティア団体が集い、「ステージ発表」や、「体験啓発コーナー」から 

ボランティア活動の魅力を発信します。 

【日時】 10月 21日（日）12:00～15:30 

【場所】上富田福祉センター（上富田町朝来 755－1） 

【出展対象者】県内で活動するボランティア団体 

【出展形態】ステージ発表、ブース出展 

【申込方法・期限】参加申込書に必要事項をご記入のうえ、 

ＦＡＸまたは郵送にて 8月 17日（金）までに、お申し込みください。 

※参加申込書は県社会福祉協議会ホームページに掲載しています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「見えない」「聞こえない」盲ろう者のこと、知ってくださいミニ講演会 
【内容】ミニ講演会「見えなくても聴こえなくても」 

 盲ろう者とは、目が見えない、耳が聴こえないという障害を併せ持った方々です。

見えなくて聴こえない盲ろう者はどんな生活をしているのでしょう。どんな支援を

すると社会の中で不自由なく生きていけるのでしょう。 

【日時】8 月 2 日(木)13:30～15:00（13 時受付） 

【会場】有田文化福祉センター会議室 B 駐車場有(1 時間無料、その後 100 円/1

時間) 

【参加費】無料 

【お問い合わせ先】NPO 法人和歌山盲ろう者友の会 事務局 

 TEL：073-498-7756 メール：w-moro@grance.ne.jp 

 ②視覚障害者総合福祉機器展 アイフェスタ＆医療講演会 2018 in 和歌山 

【内容】福祉機器(拡大読書器・パソコン・ルーペ等)はもとより、みんなで楽しめるおもちゃやすべての人に

使いやすいユニバーサルデザインというテーマで考案された製品も展示されます。また「医療相談会」並びに

「盲導犬体験歩行コーナー」を設置予定です。 

【日時】8 月 5 日(日)11:00～15:30 

【会場】和歌山市ふれ愛センター3 階、4 階 

【各種案内】医療講演会：11:00～12:00  医療相談会：13:00～14:30(限定 4 名、要予約)他 

【入場料】無料 

【お問い合わせ先】和歌山県網膜色素変性症協会（JRPS 和歌山） Email：rpw03@skyblue.ocn.ne.jp 
 

 

 

 

 

【申込・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（和歌山県社会福祉協議会内） 

TEL:073-435-5220 FAX：073－435－5221 

ﾒｰﾙ：waken-vc@shakyo.com  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ 

mailto:rpw03@skyblue.ocn.ne.jp
mailto:waken-vc@shakyo.com
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回は人数が少なく、どのくらいの時間で封入作業をするか考えながら、参加者全員で協力しながら作業を

しました。時間配分を意識したことで時間内に作業を終えることができ、良かったです。また、参加者同士で

いろんな話ができ、良かったです。 

文責 若者サポートステーション WithYouわかやま 山下 
 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を 

通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

紀伊郷土玩具の会 様、㈱宮本工業 様、海南市社会福祉協議会 様、㈱西川製作所 様、岩出市社

会福祉協議会 様、和歌山県中途失聴・難聴者協会 様、県長寿社会課 様、紀陽銀行従業員組合 様、

社会福祉法人和歌山つくし会 様(6/16～7/15 受付分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、和歌山県ボランティアセンターまで。 
TEL073-435-5220 FAX073-435-5221  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループの活動紹介、お知らせ、ボランテ

ィア募集、イベント等の開催案内などを募集しています。本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

本誌は、月末に若者サポートステーション WithYouわかやまの方々に協力いただ

き発送作業を行っております。発送作業の他、使用済み切手の整理などのお手伝

いもしていただいています。 

 ③自分たちができることを考えてみませんか ボランティア研修会 

【内容】災害がおこったとき、緊急時の物資や人員の提供、長引く避難生活のなかでストレスを抱える被災者

への元気づけなど、さまざまな場面でボランティアは力を発揮します。この研修会では、ボランティアが集ま

り被災地で自分たちができることについて考えてみます。ボランティア同士の交流の時間もありますので、お

気軽にお越し下さい。（ゲストボランティア：わかやま楽落会、貴志川福祉防災ボランティアの会、雑巾の会） 

【日時】9 月 17 日(月・祝)10:00～12:00 

【会場】海南保健福祉センター2 階 

【参加費】無料、ちょっとしたお茶菓子付き 

【お問い合わせ先】 和歌山県 NPO サポートセンター TEL：073-435-5424 

           海南市社会福祉協議会 TEL：073-483-6777 
 

 

9月 7日(金) 

締切 

④ボランティア全国フォーラム軽井沢 2018「輝け！〝ボランティア文化〟協奏曲♪♪」 

【内容】地域はもちろん学校でも会社でも、あらゆる場面でボランティアやボランタリーな精神が息づくそん

な地域社会をめざしていこう！ 

【日時】11 月 3 日(土)全体会 13:00～17:00、交流会 18:00～20:00、4 日(日)分科会等 9:30～14:00 

【会場】軽井沢大賀ホール、軽井沢プリンスホテルウエスト、佐久平交流センター他 

【定員・参加費】600 人、5,000 円（大学生以下は 500 円）※別途交流会参加者 7,000 円 

【申込締切】9 月 30 日（日）17:00 必着 

【申込方法】ウェブサイトや開催要綱を御参照ください。 

【お問い合わせ先】社会福祉法人軽井沢町社会福祉協議会 TEL：0267-45-8113 

          詳細は、ホームページをご覧ください。 

mailto:waken-vc@shakyo.com


 

 

 

 

 
 

2018 夏のボランティア体験月間 ～活動報告～ 

【点字の広場】より、活動報告が届きましたのでご紹介させていただきます。 

 

７月３１日（火）２０１８夏のボランティア体験月間事業として、 

「点字を体験してみませんか～初級編～」を開催しました。 

幼稚園児・小学生から大人まで１１名の参加があり、点字で５０音や 

名前などを打つ体験をしていただきました。休憩もせず夢中で点字板に 

向かう姿を見て、スタッフ一同「やって良かった！」と嬉しく思いました。白杖を持った人や盲

導犬を連れた人を見かけたときの声掛けの仕方なども具体的に説明しました。 

帰りに５階の点字図書を見せて頂き、点字板を買い、図書館で盲導犬の本を借りて帰った子や。

家じゅうの点字表記を探し廻っている子の話を聞き、「来年も頑張らねば！」と、新たな目標がで

きました。 
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そよかぜ  

①平成 30年度 シニア災害ボランティアセミナーin 和歌山 

【内容】 

〝現状報告〟南海トラフ沿いで発生する地震の状況及び県の防災、減災対策や家庭、

地域での取り組みについて 

〝基調講演〟シニア世代ができるボランティア活動について 

〝ワークショップ〟新聞紙を使った簡易マイトイレの作成 

【日時】9 月 10 日（月）開場 13:00 開会 13:30 15:50 閉会 

【会場】和歌山県勤労福祉会館プラザホープ（和歌山市北出島 1 丁目 5-47） 

【お問い合わせ先】和歌山県環境生活部県民局県民生活課 

 TEL 073-441-2598（ご参加される方は事前にお申し込みください） 

②第１１回旧中筋家寄席 
【内容】重要文化財、旧中筋家住宅で開催する寄席。こども落語やわかやま

楽落会による落語などの寄席芸がライブで演じられます。 

【日時】9 月 15 日（土）13:30～15:00 

【会場】旧中筋家住宅（和歌山市禰宜） 

【参加費】旧中筋家入場料１００円 

【お問い合わせ先】わかやま楽落会 TEL 090-2100-8263 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用させ

ていただきます。 

紀伊郷土玩具の会様、和歌山県退職公務員連盟様、若者サポートステーション WithYou わかやま様、

紀美野町社会福祉協議会様、一般社団法人生命保険協会和歌山県協会様、和歌山市社会福祉協議

会様(7/16～8/15 受付分) 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、和歌山県ボランティアセンターまで。 
TEL073-435-5220 FAX073-435-5221  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループの活動紹介、お知らせ、ボランテ

ィア募集、イベント等の開催案内などを募集しています。本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

今日もいろんな方と交流し、楽しく作業ができました。たくさん皆さんの

お話を聞けてとてもうれしかったです。 

文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

 ③NPO基礎講座 

【内容】NPO ってよく聞くけど、NPO ってどんなもの？NPO 法人のメリット・デメリットは？NPO 法人

を運営していく上で気を付けておきたいことは？など・・・NPO の基本的なことをお話します。どなたでも

参加できますので、お気軽にご参加ください。 

【日時】9 月 29 日（土）19:00～20:30 

【会場】打田生涯学習センター 学習室３（紀の川市西大井 363） 

【定員・参加費】20 名・無料 

【参加方法】前日までに、電話・FAX・メールのいずれかでお申し込みください。 

【お問い合わせ先】 和歌山県 NPO サポートセンター TEL：073-435-5424 FAX:073-435-5425 

          メール：info@wakayama-npo.jp 

④ボランティア全国フォーラム軽井沢 2018「輝け！〝ボランティア文化〟協奏曲♪♪」 
【内容】地域はもちろん学校でも会社でも、あらゆる場面でボランティアやボランタリーな精神が息づくそん

な地域社会をめざしていこう！ 

【日時】11 月 3 日(土)全体会 13:00～17:00、交流会 18:00～20:00、4 日(日)分科会等 9:30～14:00 

【会場】軽井沢大賀ホール、軽井沢プリンスホテルウエスト、佐久平交流センター他 

【定員・参加費】600 人、5,000 円（大学生以下は 500 円）※別途交流会参加者 7,000 円 

【申込締切】9 月 30 日（日）17:00 必着 

【申込方法】ウェブサイトや開催要綱を御参照ください。 

【お問い合わせ先】社会福祉法人軽井沢町社会福祉協議会 TEL：0267-45-8113 

          詳細は、ホームページをご覧ください。 

⑤第 15 回精神障害者ソフトバレーボール和歌山県大会 ボランティア募集！！ 

【内容】精神障害のある人がスポーツを楽しみ、体力の維持・増進を図り、仲間とのふれあいを体験すること

によって、社会参加の促進と社会の障害者に対する理解の深化を目的としています。 

【ボランティア内容】試合の得点係りなど（昼食及びお茶をご用意します） 

【日時】11 月 14 日（水）10:00～17:00 

【会場】和歌山ビッグウエーブ（和歌山市手平２－１－１） 

【申込締切】9 月 21 日（金） 

【お問い合わせ先・申し込み先】和歌山県精神保健福祉協会事務局 TEL073-435-5194 

mailto:waken-vc@shakyo.com






 

 

 

 

 

 

             

〇知事感謝状 
≪福祉ボランティア功労者≫ 

個人：小池俊三様 

団体：グループサンフラワー様、いけばなの会様、 

おいし弁当様、点字サークルあすなろ様 

〇県社会福祉協議会会長表彰 
≪ボランティア功労者≫ 

個人：硯 綾子様、葵田 多惠子様  

団体：福祉レクリエーション友の会様、和歌山のお手玉の会様、 

なかよし会様、作品づくりボランティアサンフラワー様 
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そよかぜ  

①災害時におけるペットの同行避難 

【内容】災害が来る前に、他の人の迷惑にならな

い避難ができるように体験してみましょう。 

【日時】11 月 4 日（日）10:00～16:00 

【参加費】無料 

【会場】和歌山ビッグ愛 1 階展示ホール 

たくさんの人の中でも恐がらないでいられる犬・

猫は同伴でご参加ください。 

【お問い合わせ先】 

和歌山動物愛護推進実行委員会 

tel：090-3358-7931 

②お手玉遊び交流会 

～とどけようお手玉のぬくもり～ 

【内容】楽しいお手玉遊び、講師によるお手玉遊

び・お手玉演舞など。 

【日時】11 月 10 日（土）10:00～12:00 

【会場】河北コミュニティセンター 

【参加費】子ども～大学生 無料、大人 500 円 

 申し込んでいなくても当日参加ＯＫです。 

【お問い合わせ先】和歌山のお手玉の会 

tel：073-452-8627 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

紀伊郷土玩具の会 様、社会福祉法人海南市社会福祉協議会 様、㈱西川製作所 様、県長寿社会課 様

県河川課 様、県福祉保健総務課 様、(一財)ＮＳメディカルヘルスサービス 様(9/16～10/15 受付分) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、 
和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランテ

ィアグループの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベ
ント等の開催案内などを募集しています。本会あて FAXまた
は、メールにて送信ください。 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

時間もちょうど良くとても楽しかった。社会のお役にもたててよかったと思います。また

参加したいです。（20代 男性） 

  文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

 ③子ども食堂は地域に何を残すか 

【内容】実際に子ども食堂を運営されている方々をパネラーに招き、市民と共に、

これからの子ども食堂の在り方、地域との関わりを話し合います。 

【日時】12 月 15 日（土）14:30～17:00 

【会場】なるコミ（和歌山市鳴神 505-4 宇都宮病院敷地内） 

【参加費】無料 

【お問い合わせ先】ＮＰＯ法人健康とコミュニティを支援するなるコミ

tel:073-471-6399 

④ねんりんピック紀の国わかやま 2019【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集】 

【日時】2019 年 11 月 9 日（土）～12 日（火） 

【活動場所】紀三井寺公園陸上競技場、県民文化会館周辺、和歌山ビッグホエー

ル、選手団乗降主要駅・空港など 

【募集人数】1,800 人 

詳しい内容については、下記にお問い合わせいただくか、公式ホームページをご

覧ください。 

【お問い合わせ先】ねんりんピック紀の国わかやま 2019 実行委員会事務局 

ボランティア募集担当 tel:073-441-2570 

大会公式ウェブサイト：http://nenrin-wakayama2019.jp/ 
 

 

提供 

いけばなの会 

三谷氏 

mailto:waken-vc@shakyo.com
http://nenrin-wakayama2019.jp/
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10 月 21 日（日）、上富田町で「ボランティアフォーラム」（和歌山県ボランティア連絡協議会主催、

上富田町ボランティア連絡協議会共催）を開催しました。 

県内で活動する 20 団体が集い、「ステージ発表」や各ブースにおける「体験・啓発コーナー」からボラ

ンティアの魅力を発信しました。 

 来場者からは、「真剣にボランティア活動に取り組んでいる姿が良かった」、「ボランティアは誰かのあな

たになることという法話が良かった」、「勉強になった」といった声が寄せられました。 

 当日は、県内各地から約 300 名の来場者があり、ボランティア活動を通じたふれあい・交流の場とな

り、大いに賑わいました。本フォーラムでの出会いや気づきが各地域に広がることを目指し、引き続き取

り組んでいきます。ご来場いただきました皆さま、ありがとうございました。 
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①『布のハーモニー作品展』 

～北出賀江子とグループ～ 

【内容】パッチワーク キルト展  

＆ 手づくり市（チャリティーバザー） 

【日時】12 月 5 日（水）～9 日（日） 

   10:00～18:00（最終日のみ 15 時まで） 

【会場】フォルテワジマ２階（本町 2 丁目１） 

【お問い合わせ先】073-425-0341 

 

②ボランティア活動に役立つ車椅子と杖の知識＆介助・実技体験 

【講師】日本赤十字社和歌山医療センターリハビリテーション科 吉冨俊行 技師長（理学療法士） 

【日時】12 月 8 日（土）14:00～16:00 

【会場】県立情報交流センターBig・U 研修室１（田辺市新庄町 3353-9） 

【参加費】無料 

【申込方法】電話または FAX にて、講座名・住所・氏名・電話番号を下記あて連絡する。 

【お問い合わせ先】和歌山県難病・子ども保健相談支援センター 葦澤（あしざわ）、松尾 

 TEL 073-445-0520 FAX 073-445-0603 

 

 
ぜひ、ご来場ください♪ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

和歌山ビッグ愛管理事務所 様、㈱西川製作所 様、海南市社会福祉協議会 様 (10/16～11/15 受付分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、 
和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランテ

ィアグループの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベ
ント等の開催案内などを募集しています。本会あて FAXまた
は、メールにて送信ください。 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

よい雰囲気で作業ができ、役に立ててよかったです。やさしく話をしてくださってあり

がとうございました。（20代女性） 

少しでも役に立ててよかったです。次回も参加したいと思います。（20代男性） 

  文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

 

提供 

いけばなの会 

三谷氏 

③平成 30年度クリーンアップ運動 in和歌山 

スポ GOMI大会（橋本市）参加チーム募集！ 

【内容】制限時間内に、定められたエリア内で拾ったゴミの量と質でポイントを競い合う、子どもから

大人まで年齢を問わずにできる「スポ GOMI」。楽しくゴミを拾い、一緒に街をきれいにしませんか。 

※1 チーム 5 名以内（3 名以上）で、20 組 100 名程度を募集します。 

【日時】12 月 15 日（土）9:30～12:00 

【会場】橋本市運動公園 

【参加費】無料 

【お問い合わせ先】和歌山県環境生活部県民局県民生活課 TEL 073-433-1771 

 

④和歌山音楽療法研究会主催 音楽療法体験

講習会～歌って、奏でて、心も体も元気に！～ 

【内容】懐かしい童謡・唱歌・歌謡曲などにあわ

せて、体を動かしたり、楽器を奏でてみません

か？ 

【日時】2 月 17 日（日）14:00～15:30 

【会場】有田市民会館 第一会議室 

（有田市箕島 46） 

【参加費】700 円 

【お問い合わせ先】和歌山音楽療法研究会 

事務局 波木 073-431-5315 

  有田支部 万賀 0737-83-1735 

⑤2018 年度近畿ろうきん NPO アワード募集のご

案内 

【内容】子育て支援の活動をすすめる NPO・ボラ

ンティア団体等を応援します！ 

【応募について】近畿 2 府 4 県に主たる事務所を

置き、非営利の市民活動・ボランティア活動を行う

NPO 法人と一般社団法人、法人格のない任意団体。 

【応募期間】12 月 1 日～1 月 31 日 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

【お問い合わせ先】近畿労働金庫 地域共生推進室 

TEL 06-6449-0842 

HP https://www.rokin.or.jp/ 

mailto:waken-vc@shakyo.com
https://www.rokin.or.jp/
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本フォーラムでは、わたしたちの生活が最も脅かされる災害時にも「助け合う・支え合う・お互い様」の関係づくりを推進す

るため、「防災とボランティア」を切り口として、これまでの災害からの学びや大切にしたいことを改めて振り返るとともに、そ

れらの教訓を“いま”、そして“未来”に、どう活かすことが必要なのかを共に考える場として開催します。 

日時 １月 21日（月）13:00～16:00（受付 12:00～） 

   13:00～13:10 開会・オリエンテーション 

   13:10～13:30 説明「和歌山県災害ボランティアセンター 10年の取組」 

   13:30～14:15 基調講演「災害時にも強く、一人ひとりを大切にする“地域”とは」 

            講師 桒原英文氏（コミュニティ・エンパワメント・オフィス FEEL Do代表） 

   14:15～15:45 実践リレートーク「あの日あの時の教訓を紡ぐ“いま”」 

            発表 紀の川市社会福祉協議会、新宮市社会福祉協議会、みなべ町社会福祉協議会、 

日本防災士会和歌山県支部、和歌山県国際交流協会、長岡京市社会福祉協議会 

            コーディネーター 桒原英文氏 

   15:45～16:00 まとめ「未来に向けて」 

場所 和歌山ビッグ愛 1階 大ホール(和歌山市手平 2丁目 1-2) 

参加費 無料 ※1月 11日（金）までに申し込みをお願いします。 

お問い合わせ先 県社会福祉協議会 TEL073-435-5222 
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【発行所】社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会・ 
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明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

障害児者家族のつながりを広める文化祭 ボランティア募集について 

【内容】・障害者の介助・各催し物の協力・会場の設営、後片付け等 
【日時】①3 月 2 日（土）１３：００～１６：００ 開場設営等 

②3 月 3 日（日） ９：００～１６：００ （文化祭は 10:00～15:00） 

【会場】和歌山県立体育館（和歌山市中之島 2238） 

【服装・持ち物】動きやすい服装・体育館用シューズ（上履き） 

各自、寒さ対策をお願いします。 

【旅費等】各自自己負担でお願いします。 

【申込方法】氏名・年齢・性別・連絡先（住所・電話番号）・参加希望日・ボランティ

ア経験の有無（経験した内容）・資格等をご記入のうえ、1 月 11 日までに下記お問合

せ先まで FAX にてお申し込みください。 

【お問合せ先】和歌山県立紀北支援学校 担当 巽・津田 

 TEL073-479-1356  FAX073-479-2677 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて

社会福祉のために活用させていただきます。 

公明党和歌山第四支部様、有田川町社会福祉協議会様、ワコウコンサルタント株式会社様 

 (11/16～12/14 受付分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、 
和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループ

の活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベント等の開催案内などを募
集しています。本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

①「天才ドラム少年の演奏と母の思い」 
【内容】24 時間テレビ出演の小学生のドラム演奏とお母さんの講演会 

【日時】1 月 13 日（日）13:30～15:00 受付 13:00～ 

【会場】和歌山市ふれあいセンター ４階 

【参加協力金】500 円 ※障害者・介助者・学生は必要ありません。 

【お問い合わせ先】つれもて和歌山 山崎 090-5132-7268 

         JRPS 和歌山 山本 070-5046-1399 

②見えない・見えにくい方のための用具展示即売会 
【内容】視覚障害のある方が日常生活の不自由さを軽減するための生活用品、あるいは読書を補助する機器な

どを一堂に集め、実際に体験しながら購入できる機会を提供します。 

【日時】1 月 19 日（土）10:30～15:30 

【会場】和歌山ビッグ愛 8 階 会議室 802 

【お問い合わせ先】和歌山県点字図書館 担当 野上 073-488-5721（水曜・日曜以外） 

初めての参加で少し不安と緊張があったが、作業時間もちょうどよく楽しんでできた。

(20代男性) 

ボランティア活動を通じ社会に役に立てている気がします。（30代男性） 

  文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

③平成 30年度 音訳ボランティア研修会 
【内容】図書や広報誌などの音訳作業に携わっているボランティアの皆さんに、より音訳に対する知識を深め、

技術を磨き上げていただくために研修を行います。 

【日時・テーマ】 

①2 月 18 日（月）13:00～15:30「聞きやすい音訳とは」  どちらか１日だけの参加も OK です。 

②2 月 25 日（月）13:00～15:30「校正について」 

【対象者】和歌山県内で活動している音訳ボランティア（朗読ボランティアではありません） 

【会場】和歌山ビッグ愛 6 階 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設 研修室２・３ 

【参加費】無料 

【お申し込み方法】団体名・連絡先・担当者・参加者氏名・参加希望日をご記入のうえ、FAX またはメ 

ールにて、1 月 31 日までにお申し込みください。 

【お問い合わせ・お申し込み先】 

和歌山県点字図書館 担当 雲津 073-488-5721 wakaten@wakaten.jp 
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ボランティアの感想 
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ボランティア活動保険 

 加入プラン A プラン B プラン 

保険料 基本タイプ 350 円 510 円 

天災タイプ（基本タイプ

＋地震・噴火・津波） 

500 円 710 円 

手続きに必要なもの 

①印鑑（法人の場合は法人印） 

②保険料（現金） 

③加入者名簿（氏名・年齢層） 

④活動内容がわかるもの（事業計画書など） 

 

ボランティア行事用保険 

保険料 

(1 名あ

たり) 

A1 行事 A2 行事 A３行事 

1 日 28 円 1 日 126 円 1 日 248 円 

B プラン C プラン A1.2.3.C プランにつ

いては最低保険料 20

名分必要です。 
宿泊数により変わります。（HP をご覧ください） 1 日 28 円 

手続きに必要なもの 

①印鑑（法人の場合は法人印） 

②保険料（現金） 

③加入者名簿（氏名）※C プランについては、名簿は不要です。 

④活動内容がわかるもの（チラシ、企画書等） 

★★問合せ先★★ 県社会福祉協議会 県ボランティアセンター TEL073－435－5220 

 

 
 

～募金のご協力お願いします～ 

平成 30 年度“赤い羽根共同募金テーマ型募金「わかやまの町を良くするプロジェクト」” 
●犯罪等の被害に遭われた方々への支援のため、募金にご協力お願いします。 

 私たちの身の回りでは、毎日のように事件や事故が発生しています。しかし、多くの被害に遭われた方

やご家族は援助の手が差し伸べられることなく悩み、苦しんでおられます。 

 募金は、被害者の声を通じて犯罪等の被害に遭われた方々の状況を正しく知ってもらう活動や被害に遭

われた方々が一日でも早く平穏な生活を取り戻せるよう地域で取り組む被害者支援の必要性を知ってもら

う活動に使わせていただきます。 

★★お問い合わせ先★★ 

公益社団法人紀の国被害者支援センター 木村（TEL073－427－2100）  ホームページ⇒ 

ボランティア情報 第 269 号（2019.1.15 作成） 
 
【発行所】社会福祉法人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：073-435-5220       

◎平成 31 年度（平成 31 年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）のボランティア保険の受付を開始しました。 

活動保険・行事用保険共に、保険料の変更はありません。 

◎保険加入の受付はお近くの社会福祉協議会で行っています。 

●ボランティア活動保険は、無償で活動す

るボランティアの方々のための保険です。 

●ボランティア行事用保険は、地域福祉活

動やボランティア活動の一環として行う各

種行事の参加者の怪我や主催者の損害賠償

責任を補償します。 

詳しくは、インターネットにて 

ふくしの保険を検索 ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、 
和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループ

の活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベント等の開催案内などを募
集しています。本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

①ウィンター遊 ing２０１９寄席 
【内容】こども落語を披露します 

【日時】2 月 2 日（土）13:30～15:30 

【会場】県立図書館 2 階 メディアアートホール（和歌山市西高松） 

【入場料】無料 先着１００人 

【お問い合わせ先】わかやま楽落会 090－2100－8263 

②第４回 傾聴ボランティア公開養成研修 
【内容】第１部「傾聴するには自分を知る事から」講師：橋本市教育相談センターセンター長 林 民和先生 

    第２部「傾聴ボランティアの現状」講師：ボランティアグループアップル 代表 岡 育子 

【日時】3 月 9 日（土）13:00～15:00 

【会場】和歌山ビッグ愛 12 階 1202 号 

【お問い合わせ先】ボランティアグループアップル 岡 090－7767－9124 

最初抱いていたイメージと違い、楽しく作業ができた。ボランティア活動のイメージが

変わった。 （20代男性) 

作業はとても楽しかった。社会勉強にもなった。（20代男性） 

  文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

 

 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

 

いけばなの会 

三谷氏 提供 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、

県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用させ

ていただきます。 

東武トップツアーズ様、秋月清秀様、海南市社会福祉協議

会様、紀美野町社会福祉協議会様、みなべ町社会福祉協議

会様、県長寿社会課様 

                  (12/15～1/14 受付分) 
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