5 月 17 日～6 月 30 日の期間で、「フードバンクちば」
主催のフードドライブ（食品回収）が実施されました。
当窓口では、約 350kg の食品を受付いたしました。たく
さんのご支援・ご協力ありがとうございました。
第 28 回フードドライブが下記の期間で開催されます。

令和 3 年 9 月 13 日（月）～10 月 29 日（金）
※上記の期間以外は受け付けていません。

【窓口】

て・と・り・あ

(寿 2-27-41)

●飲料 ●インスタント･レトルト食品
●乾物(のり･豆など) ●調味料各種・食用油
【ご注意いただきたい点】
●賞味期限が明記され、かつ 2 ヵ月以上あるもの
●常温保存が可能なもの ●未開封であるもの

平日 9：00 ～ 17：00
問合せ

●穀類 ●保存食品(缶詰･瓶詰など) ●菓子類

●ギフトパック(お歳暮・お中元など)

みなさまのご協力お待ちしています。
【期間】

【ご寄付いただきたい食品】

●お米は前年度産（令和 2 年度）まで (玄米可)

ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
☎:04-7185-5233 ﾒｰﾙ:avc@abiko-shakyo.com

・ボランティア体験会のお知らせ
・登録団体の紹介（3 団体）
・フードドライブのご案内など

●破損で中身が出ていないもの
※アルコール類は受け付けていません

「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。

【開設時間】10：00～16：00

「市民のチカラまつり 2021～市民活動を知ろう！つながろう！～」

【開設日・場所】

にて、出張ボランティアセンター「て・と・り・あ」を開設します。

9 月 25 日（土）

ボランティアに関するご相談、ボランティア活動の情報提供、ボラン
ティア活動保険や行事用保険の加入手続き・相談など対応いたします。

けやきプラザ 2F ホール前

平日に窓口に来られない方や、交通の便が悪く窓口に来られない方な

9 月 26 日（日）

ど、この機会に、ぜひ、ご相談にお越しください。

我孫子市生涯学習センター
「アビスタ」1F

問合せ

ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ

☎：04-7185-5233

いつまで自粛生活が続くのか･･･。もはやこの自粛生活が
日常生活になってきた気がしている今日この頃･･･。
てとりあでは、感染対策を万全にした上で、様々な講座や
ボランティア活動など規模を縮小して実施しています。
今回特集した「ボランティア体験会」では、外でできる活動を中心に実施いた
します。ボランティアに興味のある方、ぜひご参加お待ちしています♪
主任コーディネーター

10 月～11 月にかけて、大人向け（大学生～シニア層

藤田

まで）の、人生がもっと豊かになる「ボランティア体験

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

会」を開催します♪

①一粒の麦（子ども食堂）

電話 ： 04-7185-5233

メール ： avc@abiko-shakyo.com

10:00～13:00

職員が同行しますので、初めての方でも安心して参加
できます。

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。

動先をお探しの方もご参加いただける内容となっていま

LINE 公式アカウント

す。

： @ptq5558x

申込・問合せ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

LINE 公式

10 月 22 日（金） 9:30～12:00

④めいとケアステーションふさ

ＨＰ ： http://www.tetoria.abiko-shakyo.com/

メール

③船戸の森の会

10 月 25 日（月）

ボランティア活動を始めようとしている方、新しい活

みなさまのご参加お待ちしています♪
お車の場合

②一粒の麦（デイサービス）10 月 19 日（火）

体験を行います。

FAX ： 04-7185-5243

開設日 : 月～金 9：00～17：00 （土日祝休み）

公共交通機関の場合

14:00～17:30

オリエンテーション（ボランティアの基礎知識・活動
する上での注意点など）を行ったあとに、ボランティア

〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41

10 月 15 日（金）

Facebook

ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
☎：04-7185-5233

ﾒｰﾙ：avc@abiko-shakyo.com

9:30～12:00
9:30～12:00

⑤花かご会

10 月 27 日（水）

⑥ウイング

10 月 28 日（木） 10:00～12:00

⑦つくし野荘

11 月 2 日（火）

※詳しくは中面をご覧ください。

9:30～12:00

「一粒の麦」は、高齢者の為のミニデイサービスや、子ども食堂を

「船戸の森」が、子どもにとっても大人にとっても、明るく・楽しく・安

開催している団体です。

全安心の場所であるようにと、活動している団体です。

シニアの方々の食と語らいのミニデイサービス、市民の活動、交

いう街の玄関を明るく和やかなものにする目的で、活動している団体

日々の活動により、散歩道が整備され、数多くの草花が咲き誇り、

流サロンを通じ、孤独化や引きこもりを予防しています。

散策を楽しめる森、子どもたちのあそび場の森として、地域の方々の

子どもの食と健康支援もしています。

憩いの場となっています。

「花かご会」は、我孫子駅南口前の花壇を季節の花で彩り、駅前と
です。
四季折々の花で我孫子駅前を華やかに彩り、市民のみなさんの癒
しとなっています。
会員のみなさんで花壇づくりを楽しんでいます。

【設立】

2004 年 10 月

【設立】 2009 年 7 月
【設立】

2002 年 8 月

【活動内容】

【活動内容】

・ミニデイサービスでの食事の提供

・森を明るく、安全にする為の整備（竹や雑草の伐採）

【活動内容】

・交流サロンの開催

・森の探鳥会、昆虫採集、草花観察会の実施

・花壇のデザイン

・花苗の選択

・土作り

・子ども食堂での食事の提供（コロナ禍では通常の子ども食堂開催

・その他社会活動への参加

・花の植え付け

・雑草とり

・花がらつみ

など

ではなく、お弁当や食料の配布を行っている。）

・水やり

・市民活動団体へ会議・研修の場所を貸し出し

・花壇周辺の道路の清掃

など

【活動日】
毎月第 1 土曜日、第 2・4 金曜日

【活動日】

【活動日】
原則毎月第 2・4 水曜日

・ミニデイサービス（第 1・3 火曜日、第 2・4 金曜日）

【活動場所】

・子ども食堂（毎月第 3 金曜日）

我孫子市船戸 1 丁目

【活動場所】

JR 常磐線我孫子駅南口より徒歩約 15 分

JR 常磐線我孫子駅南口側ロータリー

我孫子市都部 83-1

【ボランティア体験会での活動内容】

【ボランティア体験会での活動内容】

JR 常磐線天王台駅南口下車

・森の整備の手伝い

・花壇の整備の手伝い

【活動場所】

バスで「湖北駅南口」行き「新岡発戸」下車徒歩 7 分
【ボランティア体験会での活動内容】
・ミニデイサービスでの手伝い（食事作り、配膳、話し相手等）
・子ども食堂での手伝い（食事作り、配膳等）

「ボランティア体験会」では、上記の 3 団体以外に 3 施設での活動もあります。3 施設は介護保険ボランティアポイント制度のスタンプ対象です。
【日時】 表紙をご確認ください。
【定員】 各日 2～5 名程度（体験日により異なる）

【参加費】 無料

【活動場所】

【活動場所】

【活動場所】

【申込締切】 各体験日の 3 日前まで（定員になり次第〆切）

我孫子市布佐 2198

我孫子市久寺家 361-12

湖北台 1 号公園（湖北駅近く）

【申込方法】 電話、FAX、メール、来所のいずれかでお申込みください。

【ボランティア体験会での活動内容】

【ボランティア体験会での活動内容】

【ボランティア体験会での活動内容】

【問合せ/申込】 ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ

・施設内の庭の手入れ（草刈り、落ち葉掃除など）

・施設内清掃手伝い

・障がい者の方と一緒に公園の清掃

TEL：04-7185-5233 FAX：04-7185-5243 mail：avc@abiko-shakyo.com

・車いすの清掃 など

