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和気あいあいで盛り上がりました
〜 ボランティア交流会〜
常総ボ連協によるボランティア交流会が、6 月 26 日
石下体育館にて 126 名のボランティアが参加し、和
気あいあいの中にぎやかに行われました。輪投げで
は的に入っては歓声、はずれては歓声。ジャンケン

▲全員集合で はいチーズ

ハウマッチ…童心に返って、最初はグ～ ！

▲

ダイナミックな
なでしこ連のよさこい

昼食後、なでしこ連の皆さんによる可愛くて華や
かなよさこいソ一ラン。手拍子よろしくレモングラ
スの皆さんによるカントリーダンス。1 日を通して
盛り沢山のレクリエーションが行われました。最後
の成績発表そして賞品授与には歓声と拍手が湧きま

▲ジャンケン
ポンで笑顔が
こぼれます

〜 募金のご報告 〜
交流会でみなさまから寄せられました

した。鬱陶しい梅雨の晴れ間、同じ活動を目的とし

熊本地震の募金、31,819 円は益城町社

た大勢の方々が「ふれ愛・絆」を深めこれからの活

会福祉協議会に送金しました。

動に大いにプラスになった事と思います。

ボランティア活動や地域福祉活動の復
興に役立てられます。ご協力ありがとう
ございました。

他サークルとの交流によって、
仲間関係を深める良い機会に
なった。

参加者の声

踊りやダンスで会場が大いに
盛り上った。

交流会を通して，災害時の助
け合いについてボランティア
ができることを学んでみた
い。

▲レモングラスのカントリーダンス

たんぽぽ全戸配布版のお知らせ
次号 (10 月 20 日発行 ) のたんぽぽは、市民のみなさんにボ連協の活動やサークル活動を知っていた
▲輪投げってむずかしい〜

だこうとの想いから、市内に全戸配布をします。市の広報物と一緒のお届けになります。お楽しみに !!

お食事会再開しています！
～ひまわり＆ボナペティ～
６月９日、第 2 木曜日。今日は、水海道地区の食事会

お食事会
活動報告

の日です。11 時ごろになると、リフォームされてきれ
いになった橋本町民会館に、参加者の方が集まってきま

新サークル
紹介

皆さん よろしくお願いします
～しらとり会～

私達は昨年８月にサークル会員 14 名で「しらと

した。

皆さん、好きな所に座って早速おしゃべりが始まりま

り会」( お食事会 ) を立ち上げました。目的は、菅

ます。12 時、「ボナペティ」の方が手作りのバランスの

集まって、会話のできる場所を作るためです。参加

す。「ひまわり」のメンバーは皆さんのおもてなしをし

生・大塚戸地区にお住いのひとり暮らしの高齢者が

良い食事を届けてくれました。ひじきごはん、豆腐のハ

者は現在 14 名です。

皆で協力して作った食事をいただきながら楽しい

ンバーグ等、みんなでおいしくいただきました。

会話がはずみます。１月にはフラダンス会・民謡会

毎月の食事会の日をみなさん楽しみにしてくれています。
ボランティア

開催日

サークル

（８月を除く）

の皆さんにお願いをして、４月にはいこいの郷常総
へ出かけてと、楽しいひとときを過ごしました。

地区

会場

水海道

水海道公民
館・ 橋 本 町
民会館

ボナペティ
ひまわり

毎月
第２木曜日

地区の被害が大きく、また、会場の使用ができないため、昨年
９月から休止しました。今年の４月から水海道公民館で、６月
からは被災した橋本町民会館もリフォームし再開しました。

菅原
大花羽

菅原公民館

かんな

毎月
第３土曜日

会場が避難所となり、昨年の９月は休止しました。10 月には
移動食事会を実施、11 月から再開しました。

毎月
第３火曜日

地区の被害が大きく、会場の大生公民館も被災したため、昨
年９月から休止しました。今年の４月にお花見会を実施。５
月からは五箇公民館に場所を変えて再開しました。

大生
五箇

三

妻

五箇公民館

三妻公民館

さくら会

開催状況

大滝 尊史）

たんぽぽ編集委員は、今号から新しい体制でスタートを切ることになりました。皆さんに楽し
く有意義な情報をお届けできるよう、がんばってまいります。よろしくお願いいたします。
委 員 長：

本 橋 忍 （プリズム）再任

委

武 藤 せ つ 子 （プリズム）再任

陽だまり

会場が避難所となり、昨年の９月から 10 月まで休止しました。
11 月から再開しました。

橋 本 和 巳 （JC 写輪）★新任

地区の被害が大きく、また、会場が災害支援の拠点となり、昨
年の９月から 10 月まで休止しました。11 月から再開しました。

熊 倉 香 （水海道手の会）★新任

玉

まんまる玉

毎月
第３金曜日

岡

豊岡公民館

なごみ

毎月
第２金曜日

会場が避難所となり、昨年の９月から 11 月まで休止しました。
12 月から再開しました。

石

下

豊田文化セ
ンター

コスモス

毎月
第３火曜日

地区の被害が大きく、会場の石下総合福祉センターも被災し
たため、昨年９月から今年２月まで休止しました。会場を豊
田文化センターに変えて３月から再開しました。

岡

田

篠山農村集
落センター

つくし

毎月
第２水曜日

通常通り開催しています。

坂

手

坂手公民館

やまゆり

毎月
第３木曜日

会場が避難所となり、昨年の９月から 10 月まで休止しました。
11 月から再開しました。

しらとり会

毎月
第１木曜日

会場が避難所となり、昨年の 10 月は休止しました。11 月に
は避難者の方も招待してのお食事会を開催。12 月から通常ど
おり再開しました。

▲楽しく活動しています！

☆☆ 編集委員が新体制になりました ☆☆

毎月
第３土曜日

玉文化セン
ター

菅生公民館

（代表

会場が災害支援の拠点となり使用できないため、10 月から
11 月まで休止しました。12 月から再開しました。

みつま

内守谷

菅生
大塚戸

に声をかけてください。

毎月
第３水曜日
（9,1 月除く )

内守谷公民
館

豊

サークル会員・参加者を募集しています。お気軽

員：

原 和 子 （コスモス）再任

また、これまで編集委員としてがんばっ

須 田 晶 子 （すぎのこ）★新任

編集委員から…

わたげのおしゃべり

お問合せは

てくれた、倉持さんが退任されました。
ありがとうございました。

昨年の水害で我が家も床上 50cm 程の被害を受けてしまいま
した。ここには書ききれないほど大変なおもいをしましたが、
またこうしてたんぽぽの編集にたずさわれるようになりまし
た。なんとか普通の生活に戻れたこと、支えてくださった周り
の方々に感謝感謝です。
（本橋）

ボ連協事務局（社会福祉協議会）まで

TEL 23-2233 FAX 23-2234

