「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。

「我孫子市介護保険
ボランティアポイント制度」って何？
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
425人
男女比率 （男性）3５.3%：（女性）6４.7%
平均年齢
72.8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10月31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。

我孫子つくし野病院通所リハビリテーションに行ってきました！
囲碁ボランティアさんを取材しました。「囲碁を始めたのが３
年位前だから、逆に教わることが多いんです。」とおっしゃって
いましたが、将棋と麻雀はかなりの腕前だと評判です。
「家から遠いけど、ここは雰囲気がいいよね」と、施設職員や
スタッフ、利用者さんとの関係も良好なようです（*^_^*）
★介護保険ボランティアから一言お願いします★
今まで色々な方にお世話になったので、今度は自分がお手
伝い出来ればと活動を始めましたが、逆にボランティアをして
もらっている気分で、この時間を楽しみにしています。
★施設から一言お願いします★
囲碁・将棋など以前からされていた趣味を久し振りにされる
ことで、楽しく充実した時間を過ごされています。若い職員で
はできない貴重なお手伝いに大変感謝しております。

左側の方がボランティアさん

特別養護老人ホームアコモードに行ってきました！
文章・文字の読み書き、数合わせなどの学習支援ボランティア
をされているご夫婦を取材しました。問題が簡単だと言われる
こともあったそうですが、『簡単な事でも声に出すことで前頭葉
が刺激されて血流が良くなるんですよ。』と今ではハツラツとや
ってくださるそうです。「ご夫婦と会えるのがとても楽しみなん
です」と入居者さんが笑顔で話してくださいました（*^_^*）
★介護保険ボランティアから一言お願いします★
続けていくうちに、入居者さんが自信を取り戻し、心からの笑
顔を私たちに見せてくれるのが何より嬉しいです。
★施設から一言お願いします★
お二人が実施される学習支援は、これまでの経験を活かした
奥深いコミュニケーションで入居者の笑顔を引き出されていま
す。皆さま、お二人と過ごす時間を楽しみに待っています。
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。

緑保育園に行ってきました！
今回は、緑保育園で花壇のお手入れをするボランティア団体「花と緑の会」（介護保険ボランティア登録者
が何名か所属）を取材してきました。 緑保育園の花壇は、園の入口両側にあり、色々な種類のお花が咲いて
いて、とても綺麗でした。この日はお天気も良く、会員の方々が談笑しながら、咲き終わった花や雑草などを
慣れた手つきで片付けていました（*^_^*）
成長したひまわりの前で記念撮影♪

園児と一緒にひまわりの苗を植えました♪

他にも色とりどりのお花が綺麗です♪

☆施設から一言お願いします☆
緑保育園では、花と緑の会の方々に季節の花を植えてもらっています。今年は交流をしながら、ひまわりの種
を子どもたちと一緒に植えました。道行く人たちも心癒されています。
（ひまわりの苗は、会員の方が種から育て提供したそうです。）

☆「花と緑の会」について☆
「始めたのは１０年以上前になるかな。」とかなりの歴史を感じさせる花と緑の会。実は、我孫子市社会福祉協
議会の花壇もお世話してもらっています。花と緑の会は、随時会員募集中です。

☆介護保険ボランティアから一言お願いします☆
子どもたちの元気な声が聞こえてくるのが良いですね。こちらも元気をもらえるので、会員の評判も上々で
す。緑保育園は月1回の活動なので、多少の雨でも、みんな集まって活動をしています。
※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。

１２月４日（木）に介護保険ボランティア講座やります！！
この機会に、是非参加してみませんか？ 今回は「聴く力」養成講座です♪
▼内

容

「聴く力」 養成講座
どんなボランティア活動にもコミュニケーション力が必要です。
コミュニケーション能力を向上させる「聴く力」を身につけて、
介護保険ボランティア活動をしませんか？

▼日
時
▼場
所
▼参 加 費
▼定
員
▼申込締切
▼申込条件

お問合せ・お申込みは

04-7185-5233 まで
１２月４日（木）１３：３０～１６：００（受付１３：１５～）
名戸ヶ谷あびこ病院 ７階 大会議室
無料
あら、私も
30 名
１１月２５日（火）１７：００まで
行ってみようかしら♪
我孫子市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
（但し、講座終了後、介護保険ボランティアポイント制度へのボランティア登録が必要です。）

前年度の報告です。いつもボランティア活動ありがとうございます。
★平成２５年度（一年間）の最高スタンプ数は？

★平成２５年度のスタンプ数５０個以上の人数内訳
５０～９９個
・・・４９人
１００～１４９個 ・・・１５人
１５０個～
・・・３人

１位 ・・・ ３２２個
２位 ・・・ ２７６個
３位 ・・・ 178個
★平成２５年度の総活動時間は？ ・・・

８,９９９時間

活動は無理のないよう、ご自身の体調と相談して行ってください。

★平成２５年度の交付金申請者は？ ・・・ ２２３人/３８３人
※交付金を辞退された方が４名いました。

※受入施設一覧表に記載されている順番に紹介しています。

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

アットホームな雰囲気の
なか、通い・泊り・訪問の介
護サービスをご利用いた
だいています。皆さまと
一緒の時間を共有しなが
ら生活を支える家事や環
境美化のお手伝いをお願
いします。

第四月曜日は、先生をお
招 き し ての 「 お 茶 会 」 で
す。季節にあった和菓子
と、お抹茶をいただきな
がらのおしゃべり。通常の
生活と違った、空間と時
間を楽しまれています。

緑に囲まれた静かな環境
の中で、自分らしく生き生
きとした生活が送れるよ
うサポートさせていただ
いています。楽しい「ひと
とき」を一緒に提供して
いただける方お待ちして
おります。

♫ 施設PR ♫
我孫子市で最初の有料老
人ホームとして、介護施
設運営の実績を積み上げ
て き ま し た 。 駅か ら も 近
く、同一建物内には医療
機関が併設。ご入居者様
に安全と安心を提供して
おります。

久寺家361-12
TEL：7199-3365

中峠2473
TEL：7188-626１

中峠2473
TEL：7188-6３１１

布佐 2195-2
TEL：7189-1901

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

ご利用者様がいつまでも
明るく生き生きと過ごす
ことが出来るよう、様々
な行事や体操、作品作り
を行っております。ぜひ
ケアステーションこほくに
お越しください。

10人程度のアットホーム
な通所介護施設です。月
に１回くらいは、外出レク
も行い、日頃外出機会の
ない方にも喜んでもらっ
ています。ボランティアの
方には、ゲームや行事に
参加していただいていま
す。
柴崎台2-1-3

布佐駅から徒歩5分。様々
な行事を取入れ、毎日に
ぎやかに過ごしていただ
いております。より多くの
時間が 『楽しいひとと
き』 になるようボランテ
ィアの方を募集しており
ます。

中峠2964-1
TEL：7197-2890

TEL：7165-6011

布佐2198
TEL：7181-6117

♫ 施設PR ♫
ご利用者様は、在宅生活
継続のため、日々リハビ
リに励んでいます。
午後はボランティアの方
達と共に、楽しいひと時
を過ごしていただきたい
と思います。
柴崎1300
TEL：7181-1100

※受入施設一覧表に記載されている順番に紹介しています。

介護保険ボランティア受入施設に、子ども関連施設が増えた事をふまえ、今年の７月に、子ども関連施設
でボランティア活動をするための、子どもに人気の『バルーンアート講座』を開催しました。

1 日目

「市立保育園」「子育て支援施設」「あびっ子クラブ」の施設概要を市役所の方に説明してもらい
ました。ボランティア活動をする際に、活動先の施設内容を知ることは大切な事です。

２ 日目 お弁当持参で10時～16時までバルーンアート講習をしました。
バルーンの種類ってたくさんあるのをご存じですか？色の組み合わせや工夫次第で色々な作品が出来
るんです♪ 基本の『犬』や『ウサギ』だけでなく、着ぐるみやアーチも作りました。

３ 日目～ 「にこにこ広場」「三小あびっ子クラブ」「寿保育園」（お一人１ヵ所以上）で体験実習を行いまし
た。 『1日講習を受けただけでは自信がない。』と、みなさん口ぐちにおっしゃっていましたが、無事、笑
顔で乗り切る事が出来ました＾＾。参加された皆さま、お疲れ様でした！

反 省会 講座の反省点や今後について話し合いました。色々な意見を聞くことで、私たちも勉強になりま
した。また、今回習得した技術を今後どのように活かし、活動に繋げていくかを話し合い、なんと！『カ
ラフルバルーンの会』という新しいボランティア団体を発足するまでに進展しました！！
※なお、『カラフルバルーンの会』は、随時会員募集中です。

今回もさまざまなボラ 新しく入りました
ンティア活動を取材しました。皆さま
岡田です
のボランティア活動のヒントになれ
ば幸いです。
そしてお知らせです。この度、介護
保険ボランティアポイント制度の担
当者が１名増えました♪岡田という
女性の職員です。川本ともどもよろ
しくお願いいたします。
担当 ： 川本 ・ 岡田
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