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あすなろの里で食事会
　　　　八重桜は咲いていた！！
　　　　　　　　　　　〜やまゆり〜

▲どじょうすくいにみんなの笑顔がはじけます

　４月 17 日、移動食事会を行いました。数日前に訪

れた時は桜が散ってしまったあとで寂しい感じでした

が、当日は満開の八重桜が鮮やかに咲いていて、それ

を見ながら実施することができま した。

　総勢 43 名で和室での食事となりましたが、ボラン

ティアの方による「どじょうすくい」「JOSO ☆ハッピー

体操」「カラオケ」などが行なわれました。

　また、「あすなろ饅頭」などお土産を購入する方が

いたりして、いつもとは違った食事会を楽しんでいた

だけたのではないかと思っています。

（代表　斉藤 和枝）

▲みんなで食べると美味しいよね！

▲食後のカラオケで盛り上りました♪

▲サンバのリズムで JOSO ☆ハッピー体操

ボ連協が新体制になりました
　ボ連協役員と企画委員は、４月から新しい体制でスタートを切ることになりました。みなさんと共に
益々ボ連協を盛り上げてまいります。よろしくお願いいたします。

○常総ボランティア連絡協議会役員
会　長　柴﨑 久乃　( パネルシアターハミング)　再任　 　
副会長　中島 きく江 ( さくら会 )　           　　　    再任　　
副会長　鈴木 うめ子 ( いきいきヘルス会 )　　   再任　　
監　事　倉持 きみ　( かんな )　　　　　　　     新任　　 
監　事　大津 礼子　( てんてん )　　　　　　     新任　　 
会　計　横島 智子　( 事務局 )　　　　　　　　　　　　
　　　         （任期　平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

○企画委員
委員長　坂入 早苗　　( ボナペティ )　　　　再任　　
副委員長　海老原 正美　( いきいきヘルス会 )　再任　　
委　員　竹内 國雄　　( いきいきヘルス会 )　新任　　　
委　員　小川 和子　　( コスモス )　　　　　新任　　　
委　員　沼尻 正子　　( コスモス )　　　　　新任　　　
委　員　草間 和子　　( すぎのこ )　　　　　新任　
                （ 任期　平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

　すぎのこがペットボトルキャップの収集を始めて３年
になりました。ボ連協の仲間の皆様や、地域の方々のご
協力で収集活動が広がってきていると感じています。収
集したキャップは、発展途上国の子どもたちのポリオ
ワクチンになることだけではなく、地球環境問題である
CO ₂の削減に役立ちます。
　これからも収集活動を続けることで地域の皆様とのつ
ながり、またサークル活動の発展になればと思っています。
　　　　　　　　　  　　　 （すぎのこ代表　椙山 悦子）

ボランティアの輪、広がる
　～すぎのこ ペットボトルキャップ収集～

ボ連協サークル

活動報告

３年間で収集した数は 699,930 個   843 人分のワクチンになりました！

☆すぎのこからのお願い☆
　　収集させていただくキャップはドリンク
　　類のペットボトルだけです。
　　キャンペーン等のシールは必ずはがして
　　ください。
　

☆収集場所☆
　　社会福祉協議会本所、石下支所の入り口
　　に箱があります。
　　その他、すぎのこの会員の人に手渡しで
　　もＯＫです。



　　　　　

　４月 13 日、市民の広場、宝町大通りで行われ
た「千姫まつり」へ行ってきました。天気も良く
会場はたくさんの人でにぎわっていました。ご当
地キャラの「千姫ちゃま」や「ハッスル黄門」な
どは子どもたちに大人気。ステージ広場では様々
な団体が日頃の成果を披露していました。市内各
地の幼稚園児や中高生によるチャリティーコン
サート、あすなろの里や自然博物館の移動動物園
などもありました。　そして最後にはおいしそう
な匂いに誘われて屋台へ…。ちょっと歩き疲れま
したが楽しい時間を過ごしました。　（倉持 和美）

突撃

　たんぽぽ編集委員が行く
今回は…
『千姫まつり』

たんぽぽ編集委員が、気になるスポットを
レポートしていきます！

No. サークル名（設立） 主 な 活 動 内 容
1 わたげ

（S60.3.5） ひとり暮らし高齢者等への誕生お祝いカード送付     

2 水海道手の会
（S60.4.1） 手話の普及・啓発

3 すぎのこ
（S58.2.5) ペットボトルキャップのリサイクル活動など

4 ボナペティ
（S63.10.11） 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（水海道地区）

5 プリズム
（S62.12.1） 障がい者との交流イベント開催

6 こだま
（H3.2.21) 視覚障がい者への広報録音 CD 作成

7 ひまわり
（H9.8.8) 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（水海道地区）

8 ひばりの会
（H7.9.14) 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（菅生地区）

9 かんな
（H8.4.20)

70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（菅原・大花羽
地区）

10 さくら会
（H9.4.25) 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（大生・五箇地区）

11 みつま
（H9.12.1) 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（三妻地区）

12 パネルシアターハミング
（H5.3.23) 子育て支援活動、施設などでのパネルシアター活動

13 陽だまり
（H12.3.18) 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（内守谷地区）

14 おはなし会・あすなろ
（H13.10.1） 本・紙芝居などの読み聞かせ活動

15 あじさいの会
（H16.6.7） お食事会参加者へのプレゼント作成

16 きぬ
（H10.8.20） 要約筆記の普及・啓発

17 石下ぼらんてぃあの会
（H2.8.27） 交流会や啓発活動、各種グループ活動

18 いきいきヘルス会
（H19.4.1）

地域の高齢者を対象に、介護予防の為のシルバーリハビリ体操の普及
活動・指導

19 まちの研ぎやさん
（H18.4.1） 市内公共施設などでの包丁研ぎ活動

20 常総石下母親クラブ
（H17.10.31）

親子・地域・世代間交流が図れる場の提供
乳幼児を持つ親子の交流の場の提供

21 てんてん
（H19.9.1） 点訳文書の作成、点字の啓発

22 まんまる玉
（H20.2.19）

70 歳以上のひとり暮らし高齢者 ,85 歳以上の高齢者を対象にお食事会
を開催（玉地区）

23 なごみ
（H20.9.5） 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（豊岡地区）

24 コスモス
（H20.9.9） 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（石下地区）

25 つくし
（H21.2.4） 70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象にお食事会を開催（岡田地区）

26 やまゆり
（H23.6.16）

70 歳以上のひとり暮らし高齢者 ,85 歳以上の高齢者を対象にお食事会
を開催（坂手地区）

常総ボランティア連絡協議会
サークル一覧 ボ連協事務局（社会福祉協議会）まで

  TEL 23-2233 FAX 23-2234お問合せは　

わたげのおしゃべり

編集委員から…

　洗ったホウレンソウを、フライパンに根元と葉の部分を交

互に並べて入れます。水を 100cc まわし入れ蓋をして点火

します。沸騰して約１分で完成。ブロッコリー・アスパラ・

小松菜等々温野菜全般に応用しています。蒸し加減は、お好

みで調整して下さい。（中根）

　

●みなさんの楽しそうな様子が伝わってきた。

●カラフルで見やすい。

●少しボランティアに興味がもてた。

●どんなサークルがあるのか興味を持った時に、

　すぐにわかるようなサークル一覧があるとよ

　い。（問い合わせは敷き居が高い）。

●自分の写真が載っていてうれしかった。

　今年も、たんぽぽ全戸配布版（H26.3.20発行）を各家庭にお届けすることができました。ご覧になっ

た感想を市民のみなさんからいただいたので、ここでご紹介します。

●文字が少なく、大きいので見やすい。

●収集ボランティアの紹介がよかった。

★年一回の全戸配布は、市民の皆さんに見ても
らえると思うと、編集委員も大変ではあります

が、気合いが入ります。うれしい感想ありがと

うございました。

たんぽぽ全戸配布版 第 5 号の感想　

ボランティアカフェオープンのお知らせ
日時　平成 26年 7月 5日（土）　6日（日）　10：00 〜 15：00
会場　石下総合福祉センター
内容　ボランティア体験＆バザー＆カフェ


