「我孫子ぼらぽ便り」って何？
「我孫子市介護保険
ボランティアポイント制度」って何？

我孫子市介護保険ボランティアポイント
制度に登録している方のボランティア活
動や、介護保険ボランティア受入施設の
情報をお届けするお便りです。

事前に登録をした６５歳以上の市民の方が、市内の
介護保険施設等にてボランティア活動に参加し、そ
の実績に応じて付与されるポイント数に対して年間
最大５,０００円の交付金を受け取ることができるもの
です。

平成23年10月にスタートしてから

登録者数
399人
男女比率 （男性）36.1%：（女性）63.9%
平均年齢
72.6歳
受入施設数 68施設

申込み方法：オレンジ色のパンフレットをご覧くださ
い。パンフレットは各地区社協、行政サービスセンタ
ー等に置いてあります。

平成26年6月30日現在

※介護保険ボランティアの活動数の多い施設から紹介しています。

介護老人保健施設エスペーロ に行ってきました！
『書道の先生じゃなくて、お話し相手と見守りなのよ』と笑顔
を見せた介護保険ボランティアの方は、エスペーロで5年以
上、書道のボランティアをしているそうです。長く続ける秘訣
は、義務感や気負いを感じないこと。疲れた時は休んで、余裕
が出来たら再開する、それで良いのよと仰っていました。施設
の職員もその方が長続きしてもらえるんですと感謝の意を表
していました（*^_^*）
★介護保険ボランティアから一言お願いします★
楽しく活動しています。書いている内に勘を取り戻し、段々
と上手になっていく利用者さんを見て嬉しくなります。
★施設から一言お願いします★
書道は長年続いている活動の一つです。皆さん思い思いに
字を書くこと、そしておしゃべりを楽しんでいます。私たちを支
えてくださるボランティアの方々に、日々感謝です(^o^)
ケアプラザ寿 に行ってきました！
駐車場の裏にある土地を開拓して、広さ９0坪近い畑を耕した
介護保険ボランティアの方達を取材しました。隣の１００坪以上の
竹林跡も開墾予定だとか!！地下茎を考えると耕すのは途方もな
い作業です。そんな男気溢れる５人衆をジャガイモのお花の前で
記念撮影しました♪季節毎に楽しめるお花もあり、利用者さんの
楽しみになっているそうです（*^_^*）
★介護保険ボランティアから一言お願いします★
手賀沼台地の寿に古希高齢の五人衆。雑草地開墾し草花野菜
畑。菊花紫陽花、皇帝ダリア、ジャガ芋サト芋ネギ大根。大黒天の
子の神に健やか祈る。
★施設から一言お願いします★
寿は「畑・散歩・手芸・余興等々」多くのボラに支えられ、沢山の力
をもらっています。ボラが来る日はみんなウキウキ、新しい方も大
歓迎、是非一度お越しください。
この制度は、市からの委託を受けて我孫子市社会福祉協議会が運営しています。

特別養護老人ホーム アコモードから講師の後藤さんを
お招きし、認知症について学びました。認知症と一言でいって
も症状は千差万別。本来は時間を掛けてお勉強する内容です
が、素人でもわかりやすいよう要点をしぼって説明していた
だきました。そして、毎回好評の高齢者疑似体験も和気あい
あいと行う事が出来ました♪別日には受入施設の協力の元、
ボランティア体験実習を実施しました。

認知症についてお勉強中

ドライヤーかけの体験実習中

「ボランティア受入れに関する
現場での取り組みについて」受講中

一年に一回、受入施設の担当者が集まり、この制度をより良くするために会議
を行っています。内容は、ボランティア受入時の課題の話し合いなどです。
また、今回は、ボランティアと施設（利用者）がより良い関係を築くために、柏市
の「特別養護老人ホーム マザーズガーデン」から講師の高北さん（ボランティア
専任コーディネーター）をお招きし、写真と共にボランティアの活動内容や施設の
ボランティア受入体制などを学びました。

根戸保育園に行ってきました！
受入施設に子ども関連施設が増えた事で、保育園で活動する介護保
険ボランティアの方にスポットを当て、特集記事にしてみました！今回は
お二人の男性です。活動内容は、「昔遊び」。「紙相撲」と「紙パッチン（切
り込み入れた段ボールを重ねて輪ゴムで止め、裏返しにすることでゴムの反動
を利用して飛ばす）」の遊び方を教えて、子ども達も大興奮でした♪

紙相撲のイラスト、みんな上手です！

☆施設から一言お願いします☆
楽しそうな子どもの様子が見れて良かったです。材料も手作りで揃え
ていただきありがとうございます。今回教えてくださった遊びの他にも
いろいろ提案をしてくださったので、また是非お願いしたいです♪

☆「昔遊び」を始めたきっかけは？☆
「みるみる会（名称の由来は『見てみる聞いてみるやってみる』）」という会
に所属し、市内の小中学校で防災のお話しをしているお二人。活動の幅を
広げ、去年秋から保育園で絵本を使って防災の話をしたことがきっかけに
なり、保育園で昔遊びを教えることになったそうです（*^_^*）
（みるみる会、絵本のイラストを描いてくださる方募集中）

☆介護保険ボランティアから一言お願いします☆
子どもの頃は家にある物、捨てる物で遊んでいたので、それで今の子
どもにも喜んでもらえたのが良かったです。室内で遊べるもの、室外で遊
べるもの、これからレパートリーを増やしていきたいです。

紙パッチンの飛ばし方を教え中

※子ども関連施設には「市立保育園」「子育て支援施設」「あびっ子クラブ」があります。

☆おひとりの活動に限界を感じている方
「ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ」にご相談ください。 同じような相談をしてきた方とお繋ぎする
ことが出来ます。また、会員を募集している既存のボランティア団体を紹介することも出来ます。
☆施設に断られてしまった方
受入施設の中でも新規のボランティア受入れをお休みしている場合があります。施設の雰囲気、職員の対応な
ど、ご自分に合う施設を探してみてください。

※受入施設一覧表に記載されている番号順にご紹介しています。

♫ 施設PR ♫
「ここに来るとホッとするわ」と利用される方々にとって第２のわが家とな
っています。皆さんとの歓談や体操など、好きなことを行い過ごしています。
お気軽にお問合せください。
新木1454-2 TEL: 7188-6166
♫ 施設PR ♫
定員9名の認知証の施設です。腹話術やコカリナ等、お楽しみボランティアさ
ん以外に、お散歩やお話し相手のボランティアの方をお待ちしております。男
性のボランティアさんも大歓迎です。
新木1454-1 TEL: 7188-9570
♫ 施設PR ♫
午前中は体操や入浴、脳トレを行い、午後は手芸、折り紙、工作、習字等々お
好きなクラブを選択し活動されています。ご自身の意思を尊重し、その人らし
さを大切にしています。
柴崎121-3 TEL: 7181-3100
♫ 施設PR ♫
緑に囲まれた自然豊かな環境の中、地域の福祉中核施設として日々活動
しております。人との出会いに喜びを感じられる温かい場所です。是非一度
遊びに来てください。
布佐1559-2 TEL:7181-6666
♫ 施設PR ♫
鳥の声や季節の花々で囲まれた自然豊かな施設です。気負わず笑顔で来て
くだされば職員一同で利用者様との橋渡しをさせていただきます。心よりお待
ちしております。
布佐1559-2 TEL:7181-6666
♫ 施設PR ♫
田園風景が広がり、高台で見晴らしがよく、入居者と職員が生き生きと過ご
せるアットホームな施設です。お気軽にお問い合わせください。お持ちしてい
ます。
岡発戸1500-2 TEL:7186-0520
♫ 施設PR ♫
夏には打ち上げ花火を行い、秋には皆様の作品を展示した文化祭。日々の
生活の中に、四季を感じる機会と、催事への参加、作品作りの意欲を大切にし
ている久遠苑です。
日秀208 TEL: 7187-3141
♫ 施設PR ♫
ご利用者の皆様にとって「憩いの場」となるようなデイサービスを目指し
て、日々の活動を行っています。笑顔にあふれたくおん苑にぜひ、お越しくだ
さい。
日秀208 TEL: 7187-3141
♫ 施設PR ♫

住所：
TEL：

皆様が明るく家庭的な雰囲気の中で、より自分らしくお過ごしいただけるよ
う、多くのボランティアの方と交流を深めていきたいと思っています。温かい
サポートをお待ちしております。
久寺家361-12 TEL: 7199-3365
※「Ｎｏ．１８ デイサービスセンター下ヶ戸」、「Ｎｏ．20 グループホームヴィスタリオ」は、施設側の意向により掲載をしていません。

お子さんに人気のバルーンアートの技術を学んで介護保険ボランティア活動に繋げませんか？
講座を通じて仲間作りも出来ます♪
日時
１回目

場所

7/18（金）
9:２0～11:30

２回目

7/19（土）

内容
子ども関連施設の概要

名戸ヶ谷あびこ病院

ボランティア活動における注意事項など

ボランティア市民活動相談窓口

10:00～16:00

て・と・り・あ（地図は右下に記載）

バルーンアートを作ってみよう！
基礎から応用編まで♪

３回目

７/２2（火）～

①子育て支援施設

実際に活動をしてみよう。

体験実習

８月末までで設定

②あびっ子クラブ

①～③のいずれか選択し、グループで体

③保育園

験します。
（体験実習先は２回目の集まりで決めます）

▼定

員

１８名（応募者多数の場合は抽選）

お問合せ・お申込みは

▼参 加 費

１,５００円（材料費）

▼申込締切

７月１０日（木）１５：００まで

04-7185-5233

▼申込条件

介護保険ボランティア登録者、または 65 歳以上の我孫子市民の方で
これから介護保険ボランティア活動をしたい方

まで

※バルーンアートとは、空気を入れた風船を捻って、動物や花などの作品を作ることです。

これまで、けやきプラザ１０階“あびこ市民活動ステーション”内に設置していた
「ボランティア市民活動相談窓口」は、平成 26 年 4 月 1 日（火）より名称を新たに移転しました。

▼新名称 ： ボランティア市民活動相談窓口
（“て・と・り・あ” は
共に手を取り合うという意味からつくられた造語です）

▼住所 ： 〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41
▼T E L ： 04-7185-5233（変更なし）
▼F A X ： 04-7185-5243（変更なし）
▼開設日時 ： 月曜日～金曜日 9 時～17 時

て・と・り・あ

外観

て・と・り・あ

内観

新しく導入されたフルカラー印刷機に
よって、ぼらぽ便りがカラーになりました！かなり見
やすくなったと思います♪
フルカラー印刷機は一般の方（政治・宗教・利益目
的の活動は除く）も利用できます。（要事前予約）
【担当】
ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
川本

発行 ： ボランティア市民活動相談窓口

て・と・り・あ
〒270-1152 千葉県我孫子市寿2-27-41
でんわ ： 04-7185-5233
ＦＡＸ ： 04-7185-5243
て・と・り・あ
メール ： avc@abiko-shakyo.com
Ｈ Ｐ : http://www.abiko-shakyo.com/
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