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平成２０年１１月から１２月にかけて募集しました、栄区福祉保健活動拠点の愛称＆マスコット
キャラクターについて、たくさんの作品のご応募をいただきありがとうございました。
平成２１年３月に、地域のみなさまに投票のご協力をいただき、愛称選考委員会の検討を経て、
決まりました。

愛称：

マスコット：

「仲間がハッピーになれる場所として」
たくさんの応募作品の中から、みなさんに
分かりやすく親しみやすいものを選出するこ
とができたと思います。
これから地域のみなさんに「栄区福祉保健
活動拠点

ピアハッピィ栄」をより知ってい

ただくために、いろいろな場で愛称とキャラ
クターを活用していきたいと思います。

 

「ボランティア情報紙「そら」から考えて、大空に羽ばたく
イメージのキャラクター。繁栄と幸せの象徴「コウノトリ」
そらちゃんはいつか大きな幸せとかけがえのない喜びを運ぶ
ために今日も元気に空を飛びます。

 





「出会いを楽しんでます！」
送迎ボランティアの佐藤さん

栄区承認番号
回
覧

２１

号

あつまれ 中学生 サマーボランティアスクール
社会福祉施設で体験しよう

！

障がいのある人、高齢者、乳幼児との出会いや、
ボランティアさんたちとの交流、仲間との交流を通
して、活動する楽しさを体験してみませんか。

【参加条件】
○１～4 日の体験実習および
オリエンテーション、反省会に必ず出席可
能な人

○提出書類や感想文を、期限内に提出可能な人
【対 象】栄区内に在住・在学の中学生 ６0 名
【日 程】
【募集要項・お問合せ】
①事前オリエンテーション：
7 月２５日（土）午前 10 時～
○募集要項は、窓口で受け取るか、社協ホームペ
②体験実習日：7 月 27 日（月）～8 月７日（金）
ージからダウンロードしてください。
のうち、数日間
必要事項をご記入のうえ、窓口または郵送で期
（詳細は募集要項を確認してください）
限内に提出してください。
③反省会：８月２２日（土） 午前 10 時～
①③の場所：ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）

私たちが担当します

星・倉林

【申込み締切り】6 月２６日（金）当日必着

さかえ・ほっとスクール ボランティア募集
養護学校や特別支援学校、個別支援学級に通っている知的障がいのある子どもたちと
昼食を作ったり、遊んだり、ボランティアさんも一緒になってみんなで楽しむ、
ふれあい型のスクールです。
【募集対象】 高校生以上～おおむね 70 歳くらいまでの方で、
全日程（顔合せ会を含め３日間）に参加できる方。
○今回はじめて参加する方は、７／４（土）午後１時３０分～午後３時３０分開催のボランティア講
座に参加してください。はじめての方でも経験のあるボランティアさんとペアを組みますので安心
です。複数コースの参加も歓迎します。

コース
１

顔合せ会
実施
日

会場

7/27（月）午前

ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点） 他

A・B

8/3（月）

8/4（火） さかえ福祉活動ホーム、本郷特別支援学校 他

C

8/3（月）

8/5（水） 朋、本郷特別支援学校

２

顔合せ会
実施
日

日程

A・B
C

7/31（金）午前

ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点） 他

8/19（水） 8/20（木） さかえ福祉活動ホーム、本郷特別支援学校 他

【申込み締切り】６月１５日（月）当日必着
【ボランティア募集に関する問合せ・申込み】
申込み用紙は、窓口で受け取るか、ホームページから
ダウンロードしてください。必要事項をご記入のうえ、
郵送・ＦＡＸまたは窓口へご提出ください。

私たちが担当します

【このページのボランティアのお申込み・お問合せは 】
栄区社会福祉協議会 〒247-0005 栄区桂町 279-29
ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）内

渋谷・星

子育てサポートシステム 提供会員募集
乳幼児から小学生までの子育てを、地域で支援するシステムです。子どもを預けるなどの支援を受け
たい人が「利用会員」として登録し、子育てを支援する人が「提供会員」として登録します。
活動内容：ご自宅での預かり保育や、幼稚園、保育園などの送迎 など。
活動費： 時間に応じて、利用会員が提供会員に費用を支払います。
・午前７時～午後７時 ８００円／時間 ・時間外

９００円／時間

私たちが担当します

※提供会員には年会費などの負担はありません。
登

録：入会説明会後、支援のための研修（３日間）にご参加ください。

【平成２１年度

入会説明会日程】

根岸・古田

午前１０時３０分～

6 月１９日（金）

７月１７日（金）

８月２１日（金）

９月１７日（木）

１０月１６日（金） １１月２０日（金）

場

１２月１７日（木）

１月２２日（金）

２月１９日（金）

３月１２日（金）

ピアハッピィ栄

所：ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）

※前日までに電話または FAX でお申込みください。

送迎サービス ボランティア募集
～あなたの笑顔と協力を待っている人たちがいます～
通常の交通機関では通院などの外出が困難な高齢者、障がいのある方を、社協の福祉車両で送迎して
います。運転の担い手は、地域のボランティアの皆さんです。
現在、約２０名のボランティアが生き生きと活躍しています。この送迎ボランティアを通じて仲間に
なり、新しい活動分野を広げた方もいます。あなたの空いている時間を利用して、無理なく活動できま
す。少しの時間を誰かのために使ってみませんか？
※運転歴３年以上の方で、健康で、安全な運転ができる方
※送迎サービスの運行は月～金曜日・９時～１７時です。

私たちが担当します
星・ボランティアコーディネ―ター

※活動日・活動時間等については個別にご相談ください。
※活動を始める前に所定の講習(２日間)を受けていただきます。
社協送迎サービスでは、ボランティアのみなさんに安心して活動していただくために、送迎サービス保険に加入しています。

ボランティア活動をする
ことで、視野が広がります。
顔見知りが増え、その中
から素晴らしい友達を見つ
けました。
（佐藤）

電 話：８９４－８５２１
F A X ：８９２－８９７４
ホームページ http://www.sakaeku-shakyo.jp

笠間地域ケアプラザ（笠間１－１－１）
Kasama de アロマ＆リフレクソロジー

☆ 障がい者支援施設

頑張った自分に。お疲れ気味のご家族に。

「NPO 法人 さかえ福祉活動ホーム」

アロマの香りで癒されながら技術を学び、日常生

（公田町６35-16／さかえ図書館隣）

活やボランティアに活かしてみませんか？
日

程：７月１９日（日）２６日（日）8 月２日（日）

時

間：午前１０時 30 分～正午

場

所：笠間地域ケアプラザ

参加費：８００円／１回（連続３回講座）
定

員：１０名（応募者多数時抽選）

さかえカーニバル開催！！
焼き鳥やビールなどの模擬店や、活動ホームで
作っているタオルやクッキーなどの販売、ゲーム
コーナーなど、楽しさ盛りだくさんな内容です。
ご家族、お友達をお誘いのうえ、ぜひ遊びに来て
ください。ご来場をお待ちしています。

要事前申込み。ご希望の方は①氏名②連絡先③受講

日

程：７月２５日（土）<雨天決行>

の志望動機をお知らせください。

時

間：午後２時 30 分～午後７時 30 分

場

所：さかえ福祉活動ホーム

※

詳しくは、ホームページをご覧ください。

締切り：６月 20 日（土）
問合せ：笠間地域ケアプラザ
電

http://kusanomi.com

話：８９８－０８００（澁谷：しぶや）

提供品募集～ご協力をお願いします～

中野地域ケアプラザ（中野町 400－2）
連続講座「転ばぬ先の人生設計」
自分や家族がどう生きて、どのように暮らしてい
るか。この先どう暮らして生きたいかを考える講座

ゲームコーナーの景品用に、未使用品やきれい
な状態のぬいぐるみ、ゲームなどのご寄付を集め
ています。
電

話：８９４－２４２４（勢理客：せりきゃく）

ＦＡＸ：８９３－７４３７

栄区笠間 飯塚 忠男さん

①７月２５日（土）人生こうありたい編
「いつまでも元気でいるための生活プラン作りま
しょう」
講

師：全国マイプラン・ネットワーク

代表

島村

八重子さん

②８月２９日（土）安心して風にのる編
「心おきなく最後を迎えるための備え」
講

師：小長井雅晴法律事務所

弁護士 千木良 正さん

ボランティア
自分のためだ
人のため

です。興味のある方はどなたでもどうぞ。

随時更新中

③９月２６日（土）安心できる住まい編
「自分らしいシニアライフの住まいをどう選ぶ？」
講

師：介護情報館・シニア住宅情報館

館長 中村 寿美子さん
いずれも
間：午後２時～午後４時

場

所：中野地域ケアプラザ
料

要事前申込み（１回のみの参加も可能）
問合せ：中野地域ケアプラザ包括支援センター
電

でボランティアとして活動している飯塚さん。
「活動は人のためでもあるけれど、自分のためにも
なっています。みんなの開社のメンバーは１０代

時

参加費：無

◆障がいのある人のための作業所「みんなの開社」

話：８９６－０７１１

の人ばかりで、にぎやかです。私も難病を抱え、
『こんな病気に負けない』精神でやっています。
」
【応募方法】ボランティア、生活に関する川柳に、
エピソードや背景を書き添えてご投稿ください。
ご連絡先を明記の上、葉書・電話・FAX にて
社協まで。

