年度末になり、各団体では、総会資料などの作成に追われているのでは
白黒印刷は、割引適用対象外です

ないでしょうか？

★★★対象団体のみ有効★★★

てとりあのフルカラー印刷機は、両面同時印刷・ソーター機能・紙持参

■ご利用前に掲示してください ■1 団体
につき１回限り有効 ■基本使用料の割引
はできません ■画像面積が 50％を超える
場合は、割引後単価の 1.5 倍となります
■転写・他サービスとの併用はできません

不要でご利用いただけます。また、印刷は、紙原稿でもデータ（PDF 推
奨）でもご利用できますので、ぜひ、この機会にご利用ください。
※ただし、政治・宗教・利益目的活動や公序良俗に反するものは利用ができません。

●フルカラー印刷機料金
【白黒】

団体名

※基本料金 100円＋下記の料金

A4/片面(4円)･両面(8円）

B4･A3/片面(6円)･両面(10円)

【ﾌﾙｶﾗｰ】 A4/片面(20円)･両面(30円)

B4･A3/片面(30円)･両面(40円)

印刷機のご利用は、事前のご予約が必要です。●なお、下記の対象団体は、一般料金より安くご利用いただけます。

問合せ・ご予約

◆ボランティア・市民活動登録団体（216団体）◆まちづくり協議会

ボランティア市民活動相談窓口

◆自治会・自治会連合会

て・と・り・あ
☎ 04-7185-5233
ﾒｰﾙ avc@abiko-shakyo.com

◆障がい者当事者団体

・「地域デビューふれあい祭り 2020」のご案内
・災害ボランティアについて

「ボランティア市民活動相談窓口
て・と・り・あ」は、赤い羽根共同
募金配分金の一部を活用しています。

・フルカラー印刷機のご案内、移送サービス

◆学校活動（幼稚園・保育園～大学）
◆シニアクラブ（老人会）◆子ども会

◆これから社会貢献活動を始めようとする個人・団体・企業

など

2020 年･･･いよいよオリンピックイヤーですね！
最近は、コロナウイルスの話題ばかりで、不安にな
市内在住で、公共交通機関の利用が困難な方（介護
認定または障害者手帳をお持ちの方）に、我孫子市社
会福祉協議会の車両で、病院などへ送迎を行っていま
す。移送サービスでは「運転ボランティア」を募集し

ターの桐山さんが加わり、フレッシュな空気が流れ
ています。
きたので、事務所内はとても賑やかです！

【運転ボランティアの要件】
●運転歴が10年以上の方

さて、てとりあでは、1 月から新しくコーディネー

また、12 月からは移送サービス事務所も移転して

ています。ぜひ、ご協力お願いいたします。

●75歳以下の方

りますね。早く終息することを願うばかりです。

●過去2

年以内に「運転免許停止処分」を受けていない方

てとりあ・移送サービスともに、スタッフ一同、
みなさまのご来所を心よりお待ちしております💛

※後日、講習会を受講していただきます。

主任コーディネーター

地域デビューふれあい祭り 2019 の様子

藤田

詳しくは、下記までお問合せください。
問合せ

移送サービス事務所
☎ 04-7185-5303
受付時間：月～金 8：30～16：00

我孫子市社会福祉協議会
ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41
電話 ： 04-7185-5233

平日に窓口に来れなかった方も、交通の便が悪

FAX ： 04-7185-5243

開設日 : 月～金 9：00～17：00 （土日祝休み）
ＨＰ ： http://www.tetoria.abiko-shakyo.com/
： @ptq5558x

お車の場合

我孫子駅南口から阪東バスで 10 分

施設前（県道側）1 台のみ

「市役所」バス停で下車。徒歩１分

駐車が可能です。

ひ、ご相談にお越しください。
加されますので、興味のある活動が見つかるかも
しれません。
【開設時間】10：00～14：30
【開設場所】近隣センターこもれび 1Ｆホール内

メール

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

【日時】令和 2 年 4 月 4 日（土）10：00 ～ 16：30
【場所】近隣センターこもれび
（東我孫子駅南口徒歩 5 分

我孫子ゴルフ倶楽部隣り）

【内容】・ABIKO 元気シニア「地域参加」応援レクチャー
・キッチン・バザール
（そば打ち実演、ふかふかグルメ、野菜販売、福祉施設ショップなど）

・子どもあそびコーナー
（紙芝居＋かるた大会、的あてゲーム、バルーンアート、お守り作りなど）

ぜひ、ご家族でイベントにご参加ください♪

QR コード →
公共交通機関の場合

く窓口に行きづらかった方も、この機会に、ぜ
当日は、ボランティア・市民活動団体も多く参

メール ： avc@abiko-shakyo.com
LINE＠アカウント

「地域デビューふれあい祭り 2020」 にて、
出張ボランティアセンター「て・と・り・あ」を
開設します。

・活動団体のブース出展＆プレゼン
・「出前相談窓口」の開設
・福祉バザー
・鳥谷部由美子さんとみんなで歌おう!
（15:00～16:30）

LINE@

問合せ

て・と・り・あ

☎ 04-7185-5233

【主催・問合せ】天王台地区社会福祉協議会

☎04-7183-9009

主として地震や水害、火山噴火などの災害発生時および発生後に、被災地において
復旧活動や復興活動を行うボランティアのこと。

活動先が決まったら、ボランティア保険

★大規模災害が発生すると、必要に応じて各市町村の社会福

（天災タイプ）に加入しましょう。

祉協議会で「災害ボランティアセンター」を立ち上げます。
★「災害ボランティアセンター」が立ち上がると、ボランティア受
入れ条件などが、県や市、社会福祉協議会のホームページ
やＳＮＳに掲載されます。
ボランティア受入れ
状況を確認

★ボランティア受入れ条件などを良く確認しましょう。
（市外からのボランティアは受入れ不可となる場合、事前申
込制の場合などがあります。）
★「災害ボランティアバスツアー」が、企画されることもありま
す。

ボランティア保険
加入手続き

【災害の種類や規模により活動は異なります】

〇避難所等での炊き出し、配食作業
〇生活支援物資の搬送・仕分け・配布

しましょう。

被災地へ行く交通
手段の確保

〇泥だし

【ボランティア保険（天災タイプ）について】

〇がれきの撤去・分別

ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合
や、偶然の事故により他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したことにより、
法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。天災タイプ
では、その他に天災（地震、噴火、津波）によるケガも補償します。

〇引っ越しの手伝い
〇ゴミ集積所での分別
〇ペットの世話

2019 年台風 15・19 号の被災地
鋸南町でのボランティア活動の様子

〇被災者を元気づけるイベントの企画・運営
〇災害ボランティアセンターの手伝い
〇その他、復旧・復興のための活動

れる場合があります。事前にホームページ等で確認し、書類

★活動に行く前に、家族と相談してから行きましょう。

●動きやすい服装（長袖・長ズボン）

★自分の緊急連絡先をメモしておきましょう。（忘れがち！）

●帽子・ヘルメット（熱中症予防、頭部の安全確保）
●ゴーグル（砂ぼこり、破片対策）

★災害の内容によっては、特殊免許の有無等を聞かれる場合

●マスク（粉塵対策 ※防塵マスクがベスト！）

があります。もし、免許・資格を持っていたら申告しましょう。

●タオル

（ユンボ免許・大型自動車免許・チェンソー使用経験など）

●軍手・ゴム手袋・革手袋（作業により異なる）

★身分証明書の提示を求められる場合もあります。

●長ぐつ・運動靴（安全靴がベスト！）
●ウエストポーチ・小さめのリュック

★活動中のケガ、トラブルが生じた場合には、すぐに災害ボラ
ンティアセンターに連絡をしましょう。
割振られた場所・内容
で活動する

（必ずセンターの連絡先を控えておきましょう。）
★水分補給と休憩は、しっかりとりましょう。

（荷物は預けられません。貴重品・身分証・ミニ救急セット
・常備薬・携帯電話などは身につけておきましょう！）
●雨具（上下分かれている雨具がベスト！）
●飲み物・食べ物（夏場はとくに水分補給・塩分補給を！）
●活動後の着替え

★決められた時間までに、災害ボランティアセンターに戻り、
活動を終了し
ボランティアセンターへ

険に加入し、活動されました。
年々、減っていますが、今でも多くの方々が東日本の被災地でボラン
ティア活動をされています。
また、2019 年に発生した千葉県台風・豪雨災害の被災地へもたくさん
の方々が、ボランティア活動に参加されました。

東日本大震災が発生してから 9 年が経とうとしています。

（右記の「活動時の服装・注意点」を参考にしてください。）

ボランティアセンター
で受付

東日本大震災が発生した 2011 年は、238 名の方々がボランティア保

を用意しましょう。
★食料、ガソリン等は出発地で確保しましょう。

活動準備万全に！
被災地へ

険料を負担しています。
※窓口営業時間内に来所が難しい場合、ご家族の方でもお手続きいただけます。

〇家の掃除（家具や畳の清掃）

〇被災者やボランティア活動を支援する募金活動
★災害ボランティア活動に行く際、有料道路の無料措置が行わ

続きができます。我孫子市在住の方は、我孫子市社会福祉協議会が保
補償期間は、加入日からその年度の 3 月 31 日までとなります。

〇家具の片付けやごみの搬出

〇心のケアのお手伝い・お話相手
★活動先が決まったら、ボランティア保険（天災タイプ）に加入

我孫子市では「て・と・り・あ」（営業時間：平日 9：00～17：00）で加入手

報告（残りの作業や気づいた事など）をしましょう。
★有料道路の無料措置が行われていた場合は、帰路の車両証
明書類等に押印してもらいましょう。
用紙に

当初から、現在まで 25 回に渡り、東北の被災地で活動されている
市内在住の飯田さんにお話しを伺いました。
東日本大震災が発生した当時、我孫子市消防団
の団長だった飯田さん。消防団で有志を募り、4 人
で陸前高田市を訪れました。
多くの市民の方々から、支援物資を預かり陸前高田市に届けました。
市内の小・中学校、高校、大学の応援や、市民の方々のバックアップも
あり、団長を退任してからも災害ボランティア活動に行っています。
9 年に渡り、復興の様子を見てきた飯田さんは
「被災地に行って逆にパワーをもらっている。被
災地のみなさんとの絆は、宝物。元気な限りは
ボランティアを続けたい。」と素敵な笑顔で語っ
ていました。
今でも被災地の消防団の方々や陸前高田市民と
の交流を大切に活動を継続しています。

災害の種類や活動の内容によっても、必要なものは変わっ

飯田さんが営む『趣味の下駄と草履』の店舗内に

てきます。活動に行く前に、受入れ先のホームページなどで

は、これまで活動してきた記録の写真や、新聞記事

確認をしてから行きましょう！

などがたくさん飾られていました。

『趣味の下駄と草履』
我孫子市つくし野 1 丁目

