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■こどもたちが“担い手”に?!☆ 

11月 30日、市立エスポアールで成美校

区ボランティア部会と本会ボランティア

センターと共催で、子どもボランティア体

験講座を開催しました。子どもを対象にし

たボランティア講座は初めて。内容は子ど

もたちが１日サロンスタッフとなって地

域のみなさんに料理をふるまう、といった

ものでした。 

当日は 20 人の子どもたちが集まり、ワ

イワイガヤガヤ。普段はサロン活動で自慢

の料理の腕を振るうボランティア部員の

みなさんが講師となって、子どもたちのペ

ースに合わせて料理を作っていきました。 

子どもたちの料理を食べた地域のみな

さんからは「すっごいおいしかった！」「子

どもたちの頑張っている姿に感動した！」

などの声が上がっていました。 

講座終了後は、成美校区福祉委員会から

感謝状を贈呈された子どもたち。「楽しか

った！」「最初はドキドキしたけれど、おい

しいといってもらえて、よかった」「また、

やりたい」などの声があがっていました。 

ボランティア部員の見守りの中、率先して調理

に取り組む子どもたち。「料理楽しい！」の声

も 

■ボランティア部会長からひと言！ 

初めての試みに勇猛果敢（！）に取り組 

んだ皆川ボランティア部会長は「子どもた

ちが主役になることが打合せで決まった

ときは、正直（どうなるんだろう…？）と

思いましたが、当日、子どもたちの笑顔を

見たら、やってよかったなって思いまし

た。機会があれば、子どもたちと一緒に活

動をこれからもやっていきたいなあ～と

思います！」 

 

編集発行：寝屋川市社会福祉協議会ボランティアセンター 

電話：０７２－８３８－０４００ 

URL  http://www.neyagawa-shakyo.or.jp 

 

 

 

 

 

上記の QR コードを携帯電話

やスマホ等から読み取ると、

本会の各 SNS ページにつなが

ります。 

ホームページ   ツイッター  インスタグラム   ＦＢ 

 

※本紙中「社協」は寝屋川市社会福祉協議会、「V」はボランティアのことです 

http://www.neyagawa-shakyo.or.jp/
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アスパラの会は市内の休耕地

を市民農園として活用するなか

で、野菜づくりを通し、高齢者

の生きがい、勤労者の余暇活動

を支援しています。また、生ご

みたい肥づくりによる環境保全

推進や野菜料理教室などの仲間

づくり、コミュニティーづくり

も目的にしています。「野菜づく

りは奥が深く、楽しさがありま

す。人間も一緒！」 

 

当会ボランティア講座（11月 27・29日、

12月 3日実施）にて、野菜収穫の体験を

した参加者と共に記念撮影 

 

男性が活躍する居場

所を応援！「アスパラ

の会」代表の吉岡文子

さんにお話しを聞きま

した。 

 

 

や「楽しんでる姿」を見たくて、同好会

の仲間と楽しみながら日々相互研鑚を

している。特にお客さまと直接触れ合

うサロンマジックが大好きで面白く思

う。 

今後は、後継者を孫に期待し健康管

理に留意しながら現役 100 歳、出演

1000 回を目標に頑張りたいと思って

いる。 

吉田廣三（68） 

マジシャンネーム：HIRO（ヒロ） 

 

市の広報でマジックと出会い、お客様

の「ウォ－の歓声」でこの世界にはまり

趣味として約 16 年。人を喜ばそうとは

じめたボランティア活動は 14 年でデイ

サ－ビス・子ども会・各種イベントなど

への出演は 500回を超えた。                                                                   

身近にある物や本格的なマジック道

具を用い、子どもやお年寄りの「笑顔」

や 

「楽しんでる姿」を見たくて、 

の生きがい、勤労者の余暇活動を支援して

います。また、生ごみたい肥づくりによる

環境保全推進や野菜料理教室などの仲間

づくり、コミュニティーづくりも目的にし

ています。「野菜づくりは奥が深く、楽し

さがあります。人間も一緒！」 

 

 現役 100 歳～1000 回を目標に 

個人登録ボランティア 

個人登録ボランティア 

マジックの吉田廣三さん 

笑顔で観客を不思議の世界へ・・・ 
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ボランティア活動調整報告 【当ボランティアセンター取り扱い調整分（施設・団体に限る）】 

 

 

月 活動日 活動先 対応

施設・団体 （ボランティア・校区・団体）

5 いちょう園 高齢者 行事援助 16 明和・梅が丘

7 ラフィンハーツグレイス寝屋川 高齢者 行事援助 4 うきうきわくわく音心の会

7 かがやきデイサービス萱島 高齢者 行事援助 6 栄光会

14・15
18・19

香西園デイセンター 高齢者 行事援助 7 個人・美鈴会

15 国松緑丘小学校 児　童 行事援助 1 ほうれんそう

19・25・31 カルデアの家寝屋川 高齢者 行事援助 3 梅が丘

20 特別養護老人ホーム合掌荘 高齢者 行事援助 38 第五・三井・国松緑丘・宇谷・北・個人

26 オールケア寝屋川 高齢者 行事援助 5 宇谷

28 デイサービス寝屋川苑 高齢者 行事援助 7 ハーモニカアンサンブル

小計 9 件

2 ワークセンター小路 障害者 行事援助 13 明和・木田・東・中央

3 香里グランドコーポ自治会 一　般 行事援助 2 個人

4・11・14  グレイス寝屋川 高齢者 行事援助 18
うきうきわくわく音心の会
京阪ナツメロ愛好会・「夢楽らいぶ」一座

9 明和小学校 児　童 行事援助 2 なんぼーず

9 エルケアデイセンター香里園 高齢者 行事援助 7 河北民踊同好会

9 香西園デイセンター 高齢者 行事援助 1 個人

9・16 寝屋川市障害児者を守る親の会 障害者 行事援助 11 木屋・北・成美・桜・点野

12 葛原新町福祉委員会 一　般 行事援助 1 宇谷

15・16 カルデアの家寝屋川 高齢者 行事援助 3 梅が丘

16 そんぽの家寝屋川 高齢者 行事援助 5 美鈴会

16・27 たんぽぽ保育所子育て支援センター 乳幼児 行事援助 6 明和

17 西高柳自治会 一　般 行事援助 1 個人

19 かがやきデイサービス萱島 高齢者 行事援助 47 河北民踊同好会

23 池の里クラブエンジョスポーツDay 一　般 行事援助 20 桜・啓明・木屋・個人

25 ツクイ寝屋川デイサービス 高齢者 行事援助 10 京阪ナツメロ愛好会

30 点野地域協働協議会 一　般 行事援助 3 個人

小計 16 件

10

11

10月～11月　集計　活動日数　35日　活動件数：25件　ボランティア数：237人

活動内容 活動内容 人数

87 人

150 人

  

 

 

寝屋川市内で警察・役所・銀行

協会・デパートなどを騙り、キャ

ッシュカードをすり替えて盗む

詐欺が増えています。 

 

被害にあわないためのポイント 
～犯人からの電話は自宅の固定電話に～ 

① 防犯機能付きの電話機を使う 

② 在宅中でも留守番電話に設定する 

③ 電話に出てしまっても、一旦切って確

認する 
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れもマナーを忘れずに・・・。  

（中村順市） 

Aと B  相性はあまりよくない 

Bと AB お互いに自分のテーマで進 

行したがる 

Bは Oと 飲むのが好きだが、Oは Bを

本当の飲み友達と思ってい

る人は少ない 

ABを飲み友達とする Oは少ない 

 

～今回はB型～ 

どんな人とでもざっくばらんにつき

合いますが、常にマイペース。明るく、

人なつっこい性格で楽しいことが大好

きなので、飲み会の席でも笑顔が絶え

ません。 

気をつけるのは、無礼講が過ぎる場

合があること。もともと上下関係が苦

手なので飲み過ぎると、上から目線で

ものを言うなど、無礼講の度が過ぎて

いることに気付かないことも。くれぐ

れ 

 

ター」へ出かけ【ひたすらなるつながり

の社会をつくりたい一縁かけ橋プロジ

ェクト】について研修してきました。 

□■参加者のこえ■□ 

○高齢者・障害者・児童など日頃の生活

上での困りごとなどを気付いた人た

ちがつながり、実践することから始

まったと聞き、気付き、実践の大切さ

を認識することができました。 

○取り組まれている様々なプロジェク

トから、細部にわたる気遣いが感じ

られました。 

○無縁ではなくひたすらつながる・・・ 

 特にこの言葉が心に残りました。 

10 月 30 日、ボ

ランティア部会長

会は滋賀県社会福

祉協議会の「滋賀

の縁創造実践セン

ター」へ出かけ【ひ

たすらなる 

 当センター登録ボランティアグル

ープの「ほうれんそう」（村井ひとみ

代表）が毎年、国松緑丘小学校や中

木田中学校で絵手紙の講習をしてい

ます。 

 今回は絵手紙指導に加えてカボチ

ャをプレゼント。子どもたちが飾り

付けて、お礼の手紙と一緒にカボチ

ャの写真も送られてきました。 

〔写真〕 

絵手紙を楽しむ国松緑

丘小学校 たけのこ学

級の児童たちと作品 


