「市民のチカラまつり 2022～つながる・生まれる・

フードバンクちば主催のフードドライブ（食品の回収）が下記

多世代交流の輪～」にて、出張ボランティアセンター

の期間で、開催されます。みなさまのご協力お待ちしています。

「て・と・り・あ」を開設します。

【受付期間】

ボランティア・市民活動に関するご相談、ボランティア

令和 4 年 9 月 20 日（火）～10 月 31 日（月）

活動の情報提供、ボランティア保険や行事用保険の加

※上記の期間以外は受け付けていません。

【受付窓口】

入手続きなどを行います。

①て・と・り・あ ②西部福祉センター ③福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
④我孫子北地区社会福祉協議会 ⑤我孫子南地区社会福祉協議会
⑥天王台地区社会福祉協議会

⑦湖北地区社会福祉協議会

⑧湖北台地区社会福祉協議会

⑨布佐地区社会福祉協議会

【受付時間】
①平日 9：00 ～ 17：00

平日に窓口に来られない方、交通の便が悪く窓口に
来られない方など、ぜひ、ご相談にお越しください。

・ボランティア講座のお知らせ
・
「てとりあ」ってこんなところ
・フードドライブのご案内など

「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。

【開設日】
令和 4 年 9 月 24 日（土）
【開設時間】 9：30～16：30
【開設場所】 けやきプラザ 2 階ホール前
（我孫子駅南口より徒歩 1 分）

②火～日曜日 10：00～16：00（第 1・3・5 火曜は休館）
③火～日曜日 10：30～18：00

『募金ｄｅストラックアウト』も開催します！
お子様も楽しめます♪

④⑤⑥⑧⑨平日 9：00～16：00、⑦平日 9：30～16：30
※別途、休館日等がある場合があります。詳しくはてとりあまで。

【ご寄付いただきたい食品】
●穀類 ●保存食品(缶詰･瓶詰など) ●菓子類
●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
●ギフトパック(お歳暮・お中元など)
【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
●お米は前年度産（令和 3 年度）まで (玄米可)
●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

久しぶりの行動制限のない夏休みで
したが、みなさま夏を満喫しましたか？？
てとりあでは、今年の夏、感染対策を徹底しながら
「にじプログラム」と「学習サポート」を開催し、たくさ
んの子どもたち、学生、ボランティアとふれあうことが
できました。とても素敵な夏でした♪
今号の中面では、てとりあについて特集しました。
てとりあの存在をもっとたくさんの方に知っていただき
気軽に窓口へお越しいただければと思います。
職員一同、笑顔でお待ちしております！

問合せ 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

主任コーディネーター

藤田

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

昨年開催された東京 2020 オリンピック・パラリン
ピックにおいて、千葉県内の「おもてなし」で活躍した

〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41
電話 ： 04-7185-5233

都市ボランティア「City Cast Chiba」
。

FAX ： 04-7185-5243

運営した千葉県環境生活県民生活課より講師を招き、

開設日 : 月～金 9：00～17：00 （土日祝休み）

実際の活動や体験談から、おもてなし・多様性・共生社

メール ： avc@abiko-shakyo.com

会について学びます。

ＨＰ ： http://www.tetoria.abiko-shakyo.com/
LINE 公式アカウント

： @ptq5558x

また、我孫子市のボランティアが作った折り紙のお守
りがどのように活用されたかなどを振り返ります。
オリパラでのボランティア体験談を聞ける貴重な機会

公共交通機関の場合

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。

です。ぜひ、みなさまのご参加お待ちしています♪
メール

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

LINE 公式

Facebook

申込・問合せ 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

【日時】令和 4 年 10 月 19 日（水）
10：00～12：00（9：45～受付）
9：30～11：30（9：20～受付）
【場所】我孫子南近隣センター 9 階ホール
（我孫子駅南口徒歩
（我孫子駅南口徒歩 1
1分
分 けやきプラザ）
けやきプラザ）

【定員】先着 30 名（事前申込要）
【参加費】無料
【申込期間】9/1～10/14（定員になり次第締切）
【申込方法】電話・メール・FAX・来所
参加者には、「ボランティア・市民活動ガイドブック
参加者には、「ボランティア・市民活動ガイドブック
2021-2022」をプレゼント！！
2021-2022」をプレゼント！！

ボランティアをしたい方・団体、ボランティアの支援を必要とする方・団体のコーディネート、ボランティア・市民活動

我孫子市に住むすべての子どもの健やかな成長、
育成のために、子どもに対しての支援活動を実施し
ている団体や個人を支援しています。

に関する相談・支援を行っています。 ボランティア活動をするにあたり、様々な登録制度があります。
●個人ボランティア登録制度（個人で活動する方向け）
●介護保険ボランティアポイント制度（65 歳以上の方向け）

「ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ」は、

●我孫子市子ども食堂ネットワーク

●ボランティア市民活動団体登録制度（団体向け）

我孫子市のボランティアセンターです。

●我孫子市子どもの学習支援ネットワーク

●傾聴ボランティア派遣事業（養成講座を受講した方のみ）

主に、ボランティアや市民活動、自治会や学校活動、
企業の社会貢献活動の支援を目的とした施設です。

その他、新規団体立ち上げ相談・支援や、全国視覚障がい者外出支援連絡会（ＪＢＯＳ）の千葉県窓口や、「らっく

上記の事務局を担っており、寄付やボランティア

楽！あびこ」推進委員会への参画もしています。

の受付・派遣等を行っています。
また、令和４年度の夏休みより、長期休みの期間
に開催する「て・と・り・あ学習サポート」を始めまし

高齢者疑似体験、車イス体験、視覚障がい者体験、

た。 たくさんの児童や

我孫子市社会福祉協議会で集めている古切手・使用済みインクカートリッジ・使用済み磁気カードなどの受付窓口

ボランティアに参加して

となっています。 集められた品は、ボランティアのみなさまにより整理され、それぞれのルートをたどり換金され、地域

いただいています。

福祉に役立てています。

手話体験など福祉体験を実施し、高齢者や障がい者の

また、年４回ほど「フードバンクちば」が開催するフードドライブの受付窓口となっています。 ご寄付いただいた食料

理解を深める活動をしています。

品は、市内の子ども食堂や福祉施設、生活困窮者などにお渡ししています。

小中学校、高校、大学での福祉教育のコーディネート
や出前講座を行っています。出前講座は、自治会や団

ああ

体、企業はもちろん個人のグループもご利用いただけま
す。自治会の防災訓練などに、高齢者疑似体験、車イス

ボランティア・市民活動に関する情報をお届けして

体験はいかがですか？

います。（ボランティア募集、ボランティア・市民活動

また、視覚障がい者体験に必要な「点字器」「白杖」

に関するイベント・講座・助成金の案内、災害時のボ

「アイマスク」の貸出も

ランティア受付状況や、義援金募集情報など）

しています。

●てとりあホームページ
●広報紙てとりあの発行（年４回）
●てとりあタイムズの発行（不定期）
●ボランティア・市民活動ガイドブックの発行（隔年）
てとりあ施設内では、様々なサービスを提供してい
ボランティアや社会貢献活動についての理解を広げ

ます。（赤字は予約が必要です）

市民やボランティア団体、まちづくり協議会、商工団
体、学生などによる実行委員会により企画・運営され

●ＬＩＮＥ公式アカウント（随時）

るイベントに参画しています。

●Ｆａｃｅｂｏｏｋ（随時）

次世代のボランティア、その時々のニーズに合わせた

●フルカラーコピー機

ボランティアを育成しています。

●会議スペース（最大１２名

●ボランティア体験＆福祉体験
にじプログラム
●ボランティア入門講座

●ラミネート（A４、Ａ３サイズのみ）

障がい児者とボランティアで１泊２日や日帰りのバ

○紙折り機（A３サイズまで

ス旅行を楽しむイベント。

●傾聴ボランティア養成講座

○情報コーナー（チラシ・ポスターの掲示）

障がいのある子もない子も、ともに楽しめる幼児か

●その他ニーズに合わせたボランティア養成講座

○ボランティア募集情報

ら小学生が参加できるイベント。

ボランティア育成のために、上記の講座を開催して
います。「にじプログラム」では、来年度以降、体験先
を増やし、色々な世代の方に
参加いただき、継続的にボラ

※コロナ禍は８名）

●ホップステップふれあいキャンプ

三つ折り、片袖折りなど）

○裁断機（一度に４００枚程度裁断可）

●JOY!JOY!クリスマス会

○助成金情報

●あびこカッパまつり

○各種機関紙の設置（過去のものも閲覧可）
○ボランティア・市民活動関連図書の貸出

街の賑わい、様々な年代の地域住民と交流を楽し
など

「○」は無料でご利用いただけます。「●」は有料

ンティア活動ができるように

となります（登録団体や自治会等対象団体は、優遇

拡大していきます。

料金でご利用いただけます。※ラミネートは除く）

●ボランシカメール（メルマガ）（随時）

むイベント。
上記の実行委員会に参画し、主にボランティア担当
をしています。

Facebook では、日々の出来事なども投稿していま
す。ぜひ、「いいね！」やフォローをお願いします。

