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講習会開催！

▲ノリノリの天使、カワイイな！

▲みんなで楽しく学び合いました

　２月 23 日〜５月 25 日まで（全 10 回）手話講習会を
開催しました。
　手話経験初心者から中級者まで、計21名の申込があり、
前半は基礎的な単語や日常会話などの練習を行いました。
　途中、震災により会場の石下集会所が使用できず、予
定より１ヶ月延長してしまいましたが、継続して最後ま
で参加された方も多く、７回以上の出席者 12 名には修
了証の発行を行いました。
　定例会では学ぶことが出来ない、最新の手話を教えて
もらったり、今後のボランティア活動にも活かせる表現
を学ぶことができ、とても有意義な講習会となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（代表　花井 咲有理）

手話サークル石下

　今年も、守谷市地域子育て支援センターの “夢っ子ひ
ろば” によんでいただきました！
　かわいいお友達と、前向きに子育てをしているママ達、
そして明るい先生達…。
　普段から歌に慣れ親しんでいるので、小さくてもちゃ
んと声を出したり、体をゆらしたり楽しんでくれていま
した。今回は、“かえるの合唱”がいちばんノリノリでした。
　私達ハミングは、皆さんの喜ぶ姿がとても嬉しくて、
次回の演目を考えるのがまた楽しみになります。
　新しい作品もどんどん作りたい !! 今度は、いつかわい
い天使に会えるかな〜！　　　　　　（代表　柴崎 久乃）

かわいい天使に癒されます！ パネルシアター・ハミング

ボ連協サークル

活動報告

手話を学ぼう！

「ありがとう」

右手小指側を左手

甲に軽く当て、上

にあげる。

右手親指と人さし

指でみけんをつま

み、右手を前にだ

しながら頭を下げ

る。

第２回 あいさつの手話 (2)

　　　　　　　　〜水海道手の会〜

「すみません」→「ごめんなさい」

※感謝の気持ちや申

し訳ないという気持

ちを込めて表現しま

しょう！

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

～発見！わたしの街のボランティア～ 

・ボランティア活動発表・パネル展示 

・夏祭りコーナー ※屋台（軽食）あり 

・豪華賞品あり！わなげ大会  

※ボ連協会員は、サークルごとに参加人数を取りまとめいただき 月 日（月）までに、 

センター(社協)までご報告下さい!! 

 

 実践者・現場からの生の声・活動を聞いてみよう！ 

屋台（軽食・ヨーヨー釣りなど） 

どなたでも参加できます！ どなたでも参加できます！



　

わたげのおしゃべり

編集委員から…

 今迄は、すずめはイタズラもするがかわいいイメージでし
たが、ある日家のつばめの雛を巣から１羽落として餌をも
らおうとしていた。その時ふと『舌切り雀』の話はすずめ
も悪いからだ！と怒りにまかせて石を投げたら窓ガラスに

「ガシャーン！」チュンチュンと舌を出して？飛んで行きま
した。トホホホ・・・（´ ＿｀）　（木村）

　

ボ連協事務局（ボランティア・市民活動センター）まで
  　　　TEL 23-2233 FAX 23-2234

お問合せは　

「ボランティアってなんだろう」「いろんなグループを見てみた
い」そんな気持ちをお持ちのあなたへ！
ボランティア活動をしているサークルやイベントへの体験・見
学してみませんか。
希望する内容を選んでお申し込み下さい。詳細については、セ
ンターへお問合せ下さい。

ちょっと体験！ちょっと見学！
　　　　　〜1日体験・見学ボランティア〜

★1日体験・見学ボランティア一覧★

ご協力お願いします！
〜ボランティア室の利用について〜

★予 約

・ボランティア・市民活動センターへ電話また

　は直接申込み下さい。

　※予約がない場合は、使用出来ない場合があ

　　ります。

・キャンセルの場合は必ずご連絡下さい。

★使用後

・使用記録簿をご記入下さい。

・備え付けのほうきで、清掃をして下さい。

・備品 ( 机・イス・ポット・湯のみ ) は、もとに

　戻して下さい。

　ボランティア室は、センターに登

録している団体が使用できます。

　みなさんが気持ちよく使用できる

ようにご協力をお願いいたします。

体験・見学内容 日にち 時　間 会　場 協力サークル等
1 手話体験 7/14、28、8/11、25 10:00 〜 12:00 社協 水海道手の会
2 7/20、8/3、17 19:00 〜 21:00 石下集会所 手話サークル石下
3 点字体験 7/12、26、8/9、23 10:00 〜 12:00 社協 てんてん
4 車いす・アイマスク体験 8/29 10:00 〜 12:00 社協 社協
5 高齢者体験 8/23 13:30 〜 15:30 社協 社協
6 障がい者との交流 7/30 未定 石下地区 石下ぼらんてぃあの会
7 子育てサロン 7/15、22 10:00 〜 12:00 石下総合福祉センター 常総石下母親クラブ
8 手芸品製作 7/11、25 13:00 〜 15:00 社協 あじさいの会
9 要約筆記体験 7/16、8/2、20 10:00 〜 12:00

8/2のみ19〜21
中三坂集会所 きぬ

10 シルバーリハビリ体操見学

開催多数・会場により日時が異なるた
め、申込み時にご確認ください。

市内各所 いきいきヘルス会

11 高齢者サロン 市内各所

ボナペティ、ひまわり、
ひばりの会、かんな、お
たっしゃくらぶ、さくら
会、みつま、陽だまり、
まんまる玉、なごみ、コ
スモス、つくし

7・8月は
「ボラン

ティア体
験月間」

　　　　
　　　　

です!!

※会場欄の社協は、社協本所（水海道天満町）となります。

カメラボランティア養成講座 男性のちょっと手伝隊

日時 ９月６日～10 月 18 日の毎週火曜日
13：30～15：30（全 7 回）

会場 社会福祉協議会（水海道天満町）
内容 ・朗読テープを作る技術を学ぶ

・視覚障がい者について
定員 ２０名
申込締切 8 月 30 日（火）

日時 8 月 10 日（水）、8 月 18 日（木）
13：30～16：00（全 2 回）

会場 社会福祉協議会（水海道天満町）
内容 ・高齢者宅でできるボランティアを学ぶ

（電球交換、防災金具設置など）
定員 ２０名
申込締切 8 月 3 日（水）まで

今年の夏、新しいこと始めてみませんか

福祉の現場をカメラで紹介 男性の知恵と力を見せるとき

声の広報紙、届けます
朗読ボランティア養成講座

センターボランティア講座センターボランティア講座

※この講座は、終了後、
継続してボランティア活動ができます。

日時 7 月 28 日（木）13：30～16：00
会場 社会福祉協議会（水海道天満町）
内容 ・デジタルカメラの撮影技術を学ぶ

・ボランティア活動について
※デジタルカメラ持参

定員 ２０名
申込締切 7 月 21 日（木）まで


