「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５,０
００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
431人
男女比率 （男性）3４.６%：（女性）6５.４%

７３.１歳
受入施設数 74施設
平均年齢

平成２７年６月3０日現在

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。

※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。

介護老人保健施設クレオに行ってきました！
中庭にあるお茶室で、御抹茶を振る舞うボランティアさんを
取材しました。先生（ボランティア）がお持ちになった掛け軸や
お花が飾ってあり、心配りが細部にも感じられました。ボランテ
ィア・利用者にとって、とても落ち着ける空間でした （*^_^*）♪
★介護保険ボランティアから一言お願いします★
御抹茶が好きな方、昔、茶道をされていた利用者の方も多
く、喜んでもらえて嬉しく思います。活動をさせていただくこと
で、自分達のためにもなっています。
★施設から一言お願いします★
クレオでボランティアをして頂いて６、７年になると思います。
利用者さんは、昔、着物を着ていた頃や、茶道を習っていた頃を思い出しながら、
お点前を拝見し、御抹茶を楽しんでいます。 また、ボランティアさんの利用者さん
への声掛けは心温まるもので、終始和やかな雰囲気があり、付き添っている職員
も、安心してお茶会へのお誘いができます。これからもどうぞ宜しくお願いします。

デイサービスたんぽぽに行ってきました！
最近話題の「笑いヨガ」をご存じですか？「笑い」の体操と
「ヨガ」の呼吸法を組み合わせた健康法で、副交感神経が高ま
り、免疫力がアップするそうです！ボランティアさんは持参し
た「笑いヨガ」のビデオを使って、声掛けをしながら利用者さ
んと一緒にたくさん笑っていました。私も参加したところ、少し
の時間でも体がぽかぽか❤気持ち良かったです（*^_^*）
★介護保険ボランティアから一言お願いします★
「笑いヨガ」の他に、「お口の健康体操 」や、風船を用いた
「ガンバルーン体操」をしています。同じ高齢者として、お互い
の健康の為、自分自身の為に活動をしています。

★施設から一言お願いします★
開設以来の長いお付き合いで、火曜日は「笑いヨガの日」と、みなさん楽しみにしています。
バルーン体操や機能訓練なども、ご協力いただいて大助かりです。ありがとうございます。

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。

子育て支援施設「にこにこ広場」に行ってきました！
見守り兼お手伝いボランティアさんを取材してきました（*^_^*） ボランティアを始めた頃はとまどいを感じ
ることもあったそうですが、今では子ども達とのふれあいが楽しみだとおっしゃっていました。
取材当日は、 「にこにこタイム」のイベントがあり、ボランティアさんはウサギ役になって、たくさんのニンジ
ンを子ども達からもらっていました。笑顔がこぼれる、ほほえましい時間でした❤
※市内には、「にこにこ広場」「すくすく広場」「わくわく広場」「すこやか広場」の４つの広場があります。
にんじん畑

「趣味や特技がなくてもボランティア
出来ます。もっと自信を持ってほしい。
制度の広がりを期待しています！」

ウサギさんにニンジンあげる♪

さまざまな行事がいっぱい♪

☆施設から一言お願いします☆
にこにこ広場は、親子の交流の場です。ボランティアの皆様には、「にこにこタイム」や、「るんるんパーク」の
お手伝いをお願いしています。子どもの笑顔を見守りながら、得意な事を活かし、益々のご活躍を期待します。

☆介護保険ボランティアから一言お願いします☆
子ども達はみんなかわいいですし、スタッフさんも親切で、広場に来るのが楽しみです。 お母さんだけじゃなく、
地域のみんなで子どもを育んでいきたいですね。 お父さんやおじいさんがもっと、にこにこ広場に来てくれれば
良いなと思っています。
※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。

「聴く力」をアップすることにより、施設利用者とのコミュニケーションを円
滑にし、ボランティア活動が楽しいひと時になるよう応援する目的で、「聴く
力」講座を開催しました。
、
ちょいメモ ～話しの聴き方が上手な人って？～
・「聴いてますよ。」「関心がありますよ。」という姿勢を見せる。
・視線や表情、うなづきなどで、聴いているというサインを出す。
21名の受講生が集まりました♪
・受け取った言葉を使い、共感する。
などなど、他にも色々ありますが、是非、ご自身の聴く姿勢を振り返ってみてください（*^_^*）

受入施設担当者のみなさん

一年に一回、受入施設の担当者が集まり、制度をより良くするために会議を
行っています。 今回は、ボランティア受入のさまざまなケースを用意し、ボラン
ティアの皆様が楽しく長く続けてもらうためのフォロー体制等を、グループに分
かれて考え、発表してもらいました。 模範的な解答も多く、真剣に取り組んでい
ただきました。
しかしながら、受入担当者の変更による引き継ぎ不足や、施設全体での体制
整備を望むと、課題はたくさんあります。
一歩ずつではありますが、理想の形に近づけたら良いなと思っています。

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

つくし野の閑静な住宅
街の一角にあります。
利用者の皆さまと共に
機能訓練を兼ね、時を忘
れて麻雀やおしゃべり、
脳 トレ、ロコ モ体 操 等 々
さまざまな活動を楽しん
でいます。

他者交流は、日々の生
活の中でも貴重な時間。
ご利用者様も音楽に合わ
せ自然と体が動きます。
楽しい時間を提供して
くださる方を募集しており
ます。

民家を使った、まるで自
宅にいるような小さい家
庭的な施設です。熟練の看
護師から70歳代までのス
タッフが充実しています。
囲碁・将棋・麻雀・絵・料理
と趣味のゲームも多様。
リハビリ体操と散歩は、
日課にしています。

ドックセラピー、コカリ
ナ、三味線演奏会などを
行い、楽しみの ある生活
を、入居者様やご家族様
と共に日々を過ごしてお
ります。
今後もボランティアの方
との交流を楽しみにお待
ちしております。

（ホームページ）

http://tanpopo-fusa.jimdo.com
住所：つくし野1-16-3
TEL：7100-2640

住所：柴崎台3-9-19
TEL：7179-6333

住所：新々田78-6
TEL：7157-1951

住所:下ヶ戸1820-3
TEL：7182-8896

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

♫ 施設PR ♫

お客様の心に寄り添い、
一人一人の意思と尊厳を
大切にし、太鼓を使った
「ヘルスリズムス」や「サウ
ンドフープ」で心身の活性
化を実践する生きる喜び
に溢れたデイサービスで
す。 細やかな気配り、心
配りをしてくださる方を募
集しています。

布佐駅から徒歩１０分、
閑静な住宅街の中にある
施設です。
毎日元気な歌声が聞こ
え入居者様は賑やかに過
ごしています。
ボランティアの方には
外出レクに同行、月行事に
参加していただいていま
す。

生け花や、切り絵等さま
ざまなレクリエーションを
ご用意してお待ちしてお
ります。
ご利用者様に「楽しかっ
た」「また来たい」と言っ
ていただけるサービスを
提供させていただきます。
お気軽にお問合せくださ
い。

運動型デイサービスで、
様々な機能を取り入れた
モタサイズ・エアロバイク・
ホットパック・メドマー・集団
体操等を行っています。
また、血流が良くなる炭
酸足浴は、とても気持ちい
いと好評です。

住所：南新木1-28-3
TEL：7128-9095

住所：布佐3078-9
TEL：7181-6266

住所：柴崎台3-13-1
TEL：7181-8341

住所：南新木1-6-3
TEL：7188-7727

※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。

前年度の報告です。 ボランティア活動、おつかれさまでした！
★平成２６年度の総活動時間は？ ・・・１０，７５３時間

★平成２６年度（一年間）の最高スタンプ数は？

１ 位 …４０７個

★平成２６年度のスタンプ数５０個以上の人数内訳

２ 位 ・・・２５０個

２００～
… ３人
１００～１９９個 … １９人
５０～ ９９個 … ５４人

３ 位 ・・・２４８個

★平成２６年度の交付金申請者は？ ・・・
お願い

２５２人

（交付金を辞退された方が ５名いました。）

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。

☆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、自
宅から通いやすいなど、活動先を一緒に探すお手伝いをします。（ご希望の活動先がみつからない場合もあります）

ボランティア活動を有意義にするために…、気を付ける点を見直しましょう（*^_^*）！
相手の立場に立ったボランティア活動を心がける
ボランティア活動は、自己満足な活動になりがちです。ボランティアとして、何を求められているかを
理解し、相手を尊重するボランティア活動を心がけてください。
ルールを守る、知り得たプライバシーを守る
ボランティア活動中に知り得た個人に関する情報は、むやみに外で話さないようにしましょう。
対応に困ったこと、悩んだことがあれば施設職員へ伝えましょう。 自己判断は誤解の元です。
無理をしない、できないことは「できない」とハッキリ伝える
まれに、依頼側からのお願いごと・頼まれごとがエスカレートする場合があります。
断りきれず、負担が増えると、ボランティア活動自体が重荷になってしまいかねません。
ボランティア活動は、あくまで自主的な活動であり、強制ではありません。 ご自分の
やりたいことと、受入側の依頼内容の擦り合わせを、定期的に見直しましょう。
「我孫子ぼらぽ便り」も7回目の発行
を迎えました（*^▽^*）
１回目発行（２０１２年６月）当時から、登録数２８８名→
４３１名と、順調にボランティアさんが増えています。
当紙はボランティア活動を取り上げて記事にして
いますが、この他にも、さまざまなボランティア活動
があります。 みなさんの「新発見☆」のお手伝いに
なれるよう、今後も「我孫子ぼらぽ便り」の発行に、
ご協力お願い申し上げます。
担当 ： 川本

〒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/

ロゴマーク

発行日 ： 平成２７年６月３０日（年１回発行）

