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夏休みボランティア体験学習
チャレンジ！ ＴＨＥ ボランティア
平成２７年７月１１日（土）、秦野市立本町公民館大会議室にてボランティア入門講座と認知症
サポーター養成講座を開催しました。今年度初めて開催した「認知症サポーター養成講習」では、
参加した生徒より「講座を受けることができ、良かったです。もっと詳しく知りたいと思いました。」
との感想をいただきました。今後も有益な講座の開催を検討していきます。
チャレンジ！THE ボランティアは、ボランティア活動参加のきっかけづくりとして、市内の中・
あ
高校生を対象に、毎年実施している体験学習です。学校の先生方にもご協力いただき、オリエンテ
ーションには１６名の生徒が参加。れんきょう加盟団体の中から１１団体が受け入れに協力してい
ただきました。学校では体験できない貴重な夏休みの体験学習となりました。
● ボランティア入門講座（オリエンテーション）会場風景 ●

優良ボランティアを表彰
今年は５名が受賞

各団体のブースで熱心に説明を聞く
学生の皆さん

受入れ協力団体（１１団体 １３テーマ）
・はだの悠遊会（いきいき CLUB、みのげ会）
・NPO 法人 パソボラサークル
・秦野赤十字病院ボランティアグループ
・精神保健ボランティア けやき
・NPO 法人 みきフレンド（施設手伝い、ゴミ拾い）
・ピースキャンドルナイト実行委員会 ・中南米の人々を考える会（日本語教室）
・相模どうぶつ愛護の会
・NPO 法人 自然塾丹沢ドン会
・こども邦楽育成会KIDS Koto
・はだの災害ボランティアネットワーク
ご協力ありがとうございました。
残念ながら、オリエンテーション参加者が年々減少傾向にあります。そこで来年度は実施
方法について検討し、一人でも多くの方に参加していただけるよう努めてまいります。
引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
れんきょう通信 No.３８

地域貢献活動ボランティア活動説明会に参加
平成 27 年 6 月 19 日（金）、県総合教育センター善行庁舎で開催された「県立高校・中
等学校のボランティア活動担当教諭及び地域エアポートスタッフを対象とした説明会」に参
加しました。福祉教育実践校の事例発表や県の取り組み説明の後、地域別に分科会が行われ、
秦野・伊勢原地区の先生方と、各校の活動状況や課題などの情報交換を行いました。
今後も市民活動サポートセンタースタッフとしてボランティア活動のサポートができる
よう努めてまいります。（サポートセンタースタッフ 飯田）

はだの雑学大学第 1 回講座を開催
平成２７年７月２１日（火）、秦野市保健福祉センター第４
会議室にて、秦野ぶらり会代表の石川邦夫さんを講師に招き、
はだの雑学大学第 1 回講座『秦野古代ロマン／秦野に古代の
都があった！』を開催しました。受講者の皆さんからは、「秦
野がますます好きになりました」、「次回を楽しみにしていま
す」など、ご好評をいただきました。

盛況な講座風景

赤十字健康生活支援講習会を開催
平成２７年８月１日（土）、２日（日）午前９時～午後 5 時 秦野市立本町公民館和室
高齢期を健やかに生きるために必要な健康増進の知識や高
齢者の支援・自立に向け役立つ介護技術を習得し、ボランテ
ィア人口を増やしていくため、日本赤十字社から指導員を招
き、健康生活支援講習会を開催しました。
「受講して良かったです。高齢の方と接する機会が多いの
で、とても参考になりました。」との感想をいただきました。

蓑毛大日堂で「閻魔詣」開催

（はだの悠遊会）
「８月１６日は地獄の窯の蓋が開き閻魔様が地獄を留守にする」この言い伝えから藪入りの
日とも言われ、昔は奉公人にもこの日には休暇が与えられ、奉公人が年に一度のことで楽しみ
の日となったことも合わせて、延命長寿の功徳を求め、お盆になると閻魔大王が安置されてい
る大日堂・十王堂の境内には、参拝者で賑わったという…そんな昔の文化・風情を知ってもら
おうと８月１６日午後１時から８時迄「閻魔詣」を秦野みのげ文化の会と一緒に開催しました。
天候にも恵まれ、会場境内にはエンマ様に関する紙芝居やポップコーン、綿菓子、かき氷な
どの模擬店、子供の遊び場と地獄相関図、掛け軸の展示などが並び、参道には開催に協力した
市民からの提灯約１５０個が吊るされ、夕方から夜にかけ淡い光の独特の雰囲気にふれなが
ら、市内外からの多数の来場者も昔の行事に思いを馳せていました。
お盆の行事のひとつとしてこの日限りとはなりますが、楽しんで頂けるよう今後もかつての
蓑毛の賑わいの一助となるよう続けていきたいと会員一同心新たにした一日となりました。
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お知らせ
れんきょうの新しい仲間です♪♪♪

「チェロを楽しむ会」
チェロの演奏を通してクラシック・ポピュラーを問わず音楽に親しみ、広く交
流を図っています。初心者の方の参加をお待ちしています。毎月第２・４土曜日
午後７時から 9 時まで鶴巻公民館（音楽室）で練習しています。是非見学におい
でください。
◆会 費 月 3,000 円
◆連絡先 ＴＥＬ：0463-78-1119 羽ケ﨑
秦野市制施行６０周年記念

共催事業

第７回秦野市福祉芸能
チャリティフェスティバル
☆日時 平成２７年９月２７日（日）
午前９時３０分開演（午前９時開場）

第３７回秦野邦楽会演奏会
芸術の秋の一日を、箏・三絃・尺八などに
よる邦楽に親しんでみませんか？
☆日

時

午前 11 時開演（10 時 30 分開場）

☆場所 秦野市文化会館小ホール（入場無料!!）
☆内容 懐メロ大会発表会・和太鼓・民謡等

☆場

所

☆後援 秦野市 秦野市社会福祉協議会
れんきょう 秦野市三重県人会

市民パソコン講座
『ワード・エクセルによる
年賀状・住所録づくり』
パソコン初心者歓迎！！
入門講座（１日間コース）の受講者を只今募
集中です。
◆日時：1１月 18 日（水）
午前１０～午後４時（昼休み１時間）
◆場所：秦野市市民活動サポートセンター
会議室 (保健福祉センター４階)
◆定員：８人(先着順)
◆参加費：500 円(テキスト代)
◆申込方法：電話 又は 電子メール
(秦野市市民活動サポートセンター)
✿ パ ソ コ ン は 持 参 し て 下 さ い 。 (OS は
Windows７以上)

秦野市文化会館小ホール

入場無料！！

披露によるチャリティ事業
☆主催 藤歌謡サークル 藤咲満歌謡教室

平成２７年１１月７日（土）

☆主
☆主

催
管

秦野市教育委員会
秦野市文化団体連絡協議会
秦野邦楽会

絵手紙教室
はじめての絵手紙年賀状
講師：稲毛和子氏
◆日時：11 月 28 日(土)
午後 1 時３０分～3 時３０分
◆場所：秦野市市民活動サポートセンター
会議室（保健福祉センター４階）
◆定員：１２人（先着順）
◆材料費：２００円
◆持ち物：筆記用具
（鉛筆２B、消しゴム）
絵具一式
（顔彩、筆、筆洗い水入れ）
筆拭き用雑巾
◆申込方法：電話 又は 電子メール
(秦野市市民活動サポートセンター)
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「市民の日れんきょうバザー」を開催します!!!
11 月 3 日（火・祝日）は「市民の日れんきょうバザー」！！！
バザーの収益金は、｢いきいき基金｣に積み立て、市民活動団
体が実施する事業に対し、資金面での支援を行う「市民活動サ
ポート事業」の原資としています。支援を受けた団体の活動を
通じて、基金を地域に還元しています。
今年もバザー品のほかに、綿菓子・パン・ミニたい焼き・
コーヒー・ポップコーンの販売もします。
当日運営のお手伝いやバザー品の提供等…みなさまの温か
いご支援・ご協力をお願いいたします。

夏休みボランティア取材記

①

昨年のバザー風景

精神保健ボランティア「けやき」

平成 27 年 8 月 15 日（土）、本町公民館にて定期開催されているティ
ーサロンを取材しました。当日は和やかな雰囲気の中、お茶を飲みながら
順番に近況報告をした後、自由に歓談しました。ボランティアの中学 3 年
生は明るい笑顔で、多数の参加者と話をしていました。身近に心の病を抱
えている人達が社会復帰をめざしながら暮らしている現実を知ることが
でき、貴重な体験になりました。 (サポートセンタースタッフ 横山)

夏休みボランティア取材記

②

NPO 法人自然塾丹沢ドン会

平成２７年８月２２日（土）
、名古木の里地里山で行われたチャレンジ！
THE ボランティア（ソバの種蒔き）を取材しました。当日は快晴に恵ま
れ、生徒たち（中学生２人、小学生１人）は、ソバの種蒔きや復元した田
んぼの草取りに汗を流し、里地里山の生き物を観察しました。自然と人と
が共生することの大切さを肌で感じる貴重な体験になったことと思いま
す。
（サポートセンタースタッフ 松本）

** 編集後記 **
この夏の「チャレンジ！THE ボランティア」
（小中高校生向けの体験ボランティア）には、
11 団体（13 テーマ）が参加されました。サポートセンターのスタッフは、そのうち８テーマ
について取材をさせていただきました。取材にご協力いただきありがとうございました。
◆れんきょう事務局◆
〒257－８５０１ 秦野市桜町１－３－２
秦野市役所 くらし安心部 市民自治振興課内
TEL: 0463-82-5118 (直通)
FAX: 0463-82-6793 (共通)
◆秦野市市民活動サポートセンター◆
〒257-00５４ 秦野市緑町１６－３（保健福祉センター４階）
TEL・FAX：0463-83-1760
URL: http://www.saposen.org
MAIL: hadano@saposen.org
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