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平成 27年度活動報告 

 

 平成 27年度は、昨年度に引き続き「笑顔をとどけよう」をテーマに活動を行いまし

た。「第 34 回ボランティアのつどい」は、本年度は佐倉地区のミレニアムセンターを

会場に、会員及び地域の方々との交流、ボランティア活動の普及・啓発の場として開

催しました。ボランティア・市民活動フェスタ 2015in佐倉には、広く市民に向けてボ

ランティア活動のアピールの場として参加・協力いたしました。広報紙「はらっぱ」

は、例年どおり編集委員会で企画し、発行しました。 

今年度の「第７回ともに暮らす地域交流会」は、主催を佐倉市障がい者団体等連絡

会と佐倉東部地区社会福祉協議会とし、Ｖ連は実行委員として協力いたしました。 

本年度は、ボランティア力アップのために「ボランティアフォローアップ講座」を

８回開講しました。 

Ｖ連会員の活動の一助となるとともに、Ｖ連の活動を広く市民に知ってもらえるよ

うホームページにて情報発信・情報提供を行いました。 

様々なボランティア仲間や地域の方々との交流を図り、多くの人に笑顔を届けられ

るよう、住みやすい佐倉を目指して活動しました。 

 

□会員状況（平成 28年３月末現在） 

 団体会員：29、個人：31 

 

１．会議 

（１）運営委員会  

 ・第１回 平 27.4.26（日）、西部地域福祉センター 出席者：39名 

 ・第２回 平 27.9.5（土）、西部地域福祉センター  出席者：46名 

・第３回 平 28.1.17（日）、ミレニアムセンター  出席者：39名 

（２）役員会 

 ・定例役員会（月１回）12回開催  

・臨時役員会 １回（平 28.3.20） 次年度計画の検討 

（３）市社協との話し合い 随時、情報交換しました。 

 

２．部門別活動 

（１）事業部門 

 ○第 34回ボランティアのつどい開催【継続】 

 ・平 28.2.11（木：祝日）、ミレニアムセンター（参加者：約 200名スタッフ含む） 

・地域及び福祉関連団体等との交流、体験を中心とした交流・啓発 

・実行委員会にて検討・開催 ７回（反省会含む） 

 実行委員 団体：心のふれあいボランティア「ひびき」、むぎの会 

佐倉印旛沼ネットワーカーの会、  

個人：川島幸一、酒井いつ子、住吉アキ子、脇阪亨 

実行委員長：住吉、副実行委員長：塩田（佐倉印旛沼ネットワーカーの会） 

平成 28年度第１回運営委員会（平 28.4.24開催） 資料 
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   ・サブテーマ『見直そう身のまわり 地域の支え合い』 

    構成 第１部（分科会）、第２部（体験タ～イム！）、第３部（フィナーレ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ボランティア・市民活動フェスタ 2015 in佐倉 運営協力(実行委員)･参加【継続】 

  ・平 27.11.22（日）、中央公民館ほか（サポセン・ボラセン共同事業） 

   （来客数：約 1,600名、参加者団体：580名、合計：約 2,200名） 

・実行委員 寺田純子、小倉幸代 実行委員会参加：５回（振り返りを含む） 

・Ｖ連及び会員による活動発表、ブース出店など 

 ・Ｖ連は、体験コーナー（車いす体験、高齢者体験、ユニバーサルデザインの紹

介、点字を打ってみよう！）を開設  

（体験コーナー参加者：約 110名、協力スタッフ：27名） 

 

 

 

 

○第７回障害者作品展ふれあいギャラリー 運営協力（実行委員）【継続】 

・平 27.11.3（火）～８（日）（11/3搬入受付、11/4展示準備）、佐倉市立美術館 

（応募総数：232名、出展総数：334点、来場者数：998名） 

・実行委員 稲村多恵子（副実行委員長） 実行委員会参加：５回  

○印旛郡市Ｖ連協交流会参加【継続】 

  （参加団体：成田市･富里市･八街市･栄町） 

  ・平 27.10.5（月）、富里市福祉センターで開催 

 〇土浦市Ｖ連協交流会開催 

  ・平 27.11.20（金）、社会福祉センター 

  ・土浦市Ｖ連から 38名訪問、佐倉Ｖ連会員・役員等：９名 

Ｖ連活動紹介、Ｖ連の課題の共有（意見交換） 

○収集活動【継続】 

・毎月第３月曜日（年間 11回）、社会福祉センター 

・回収項目：切手、インクカートリッジ 

・使用済み切手回収箱：設置個所９か所 

・平成 27年度 売上金額 7,200円（使用済み切手約 18kg）（別途、報告） 

 

 

【協力】（敬称略） 

佐倉城の辺地区佐倉東部地区社会福祉協議会、内郷地区社会福祉協議会、かぶらぎボラン

ティア、ローズクラブ、千葉県立佐倉西高等学校、サクラ・スマイル・サービス、公益社

団法人佐倉青年会議所、ＳＡＫＵＲＡＢＩＬＩＴＹ、順天堂大学スポーツ健康科学部、積

善会、真野初枝、佐倉市市民公益活動サポートセンター、川合忠雄 

（Ｖ連会員）アパコミごましお会、佐倉印旛沼ネットワーカーの会、さくらネイチャーゲ

ームの会、ＮＰＯ人づくり街づくり環境づくり、ボランティア桜、むぎの会、鳥海孝範 

    

 

【協力】（敬称略） 

根郷地区社会福祉協議会、野菊の会、順天堂大学（学生）、個人ボランティア４名、 

（Ｖ連会員）むぎの会 
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（２）研修部門 

○学習会等開催【継続】 

・平 27.4.26（日）（第１回運営委員会（総会）の２部で開催） 出席者：39名 

テーマ：みんなで支えあう福祉のまちづくり～生活困窮者自立支援法を学ぶ～ 

講師：高橋将紀氏（佐倉市社会福祉協議会生活支援班） 

○個人ボランティアのつどい開催【新規】 

   ・平 27.10.3（土）、社会福祉センター 出席者：20名 

   ・カフェ型トーク（活動紹介、悩みや活動のあり方等の情報交換）で実施 

○バス研修開催【継続】 

   ・平 27.7.10（金）、恋する豚研究所視察・食事、香取神宮、道の駅発酵の里こう

ざき 参加者 41名 

  ○「第７回ともに暮らす地域交流会～もっと障がいについて理解を深めるために～」

運営協力（実行委員）【継続・変更】（主催：佐倉市障がい者団体等連絡会と佐倉

市東部地区社会福祉協議会） 

   ・平 28.2.27（土）、白銀小学校体育館 

   ・サブタイトル：～みんなで楽しむ ミニ運動会～ 

・実行委員会にて検討・開催 ３回  

○「ボランティアフォローアップ講座」開催【新規】 

回 開催月日 講座名 概 要 場 所 参加者 

１ 6/10(水) 
開講式、学習会（ボラ
ンティアの場） 

市内の福祉施設の方
からボランティアの
場を紹介  

社会福祉センター 31 名 

２ 7/10（金） ☆「バス研修」参加 
恋する豚研究所視
察・食事ほか 

香取市ほか 41 名 

３ 9/5（土） 
ボランティア活動見
本市（第２回運営委員
会の２部で開催） 

活動ＰＲタイム、ブー
ス・フリースペースで
語り合おう！ 

西部地域福祉セン
ター 

46 名 

４ 10/3（土） 
☆「個人ボランティア
のつどい」参加 

活動の紹介、悩みや活
動のあり方等の情報
交換 

社会福祉センター 20 名 

５ 11/22(日) 
☆「ボランティア・市
民 活 動 フ ェ ス タ
2015in 佐倉」参加 

体験コーナーを担当 中央公民館ほか 
体験コーナ
ースタッフ 

27 名 

６ 1/17（日） 

「地域の支え合い・助
け合い～今後求めら
れているボランティ
ア活動」参加（第３回
運営委員会の２部で
開催） 

講話をもとにワーク
ショップ（みんなで考
えようボランティア
活動） 

ミレニアムセンタ
ー 

39 名 

７ 
2/11 
（木・祝） 

☆「第 34 回ボランテ
ィアのつどい」参加 

スタッフの協力 
ミレニアムセンタ
ー 

スタッフ 
約 50 名 

８ 2/27（土） 
☆「第７回ともに暮ら
す地域交流会」参加 

スタッフに協力 白銀小学校体育館 
Ｖ連関連ス
タッフ 
約 10 名 

・講座名の☆は、Ｖ連活動（行事）に参加・協力による。（☆のついた講座は、別

途項目で報告） 
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（３）広報部門 

○広報紙「はらっぱ」第 42号発行（市民向け、全戸回覧／6,500部印刷） 

・平 28.2.9発行 

・編集委員会にて企画 ３回開催（取材を除く） 

 編集委員 団体：あすなろ２２、高齢者いきいきクラブ「コケコッコ村」、 

ひの木太鼓 個人：峰村愛子 

○Ｖ連協だより    

 ・第 56号発行 2015.6.3（水）、750部作成 

 ・第 57号発行 2015.12.2（水）、750部作成 

 ・第 58号発行 2016.3.2（水）、750部作成 

○Ｖ連ホームページ  

 ・32件掲載 

 

３．その他の活動 

（１）社協協力等 

 〇ボランティアセンター主催の施設・病院ボランティア担当職員連絡会議出席 

（１名）、ボランティアフォローアップ講座の講師依頼 平 27.5.14（木）  

〇サポートセンター登録団体「全体交流会」出席（２名） 平 27.6.13（土） 

 〇明るい社会づくり佐倉主催の家庭教育講演会出席（１名） 平 27.6.19（金） 

 〇ロータリークラブ主催ボーリング大会出席（１名）、挨拶・始球式 平 27.6.21（日） 

 〇サクラビリティにてＶ連活動紹介（１名） 平 27.8.8（土） 

○赤い羽根共同募金参加 平 27.10.1（木）、市役所庁舎内、ＪＲ・京成佐倉駅等 

○社会福祉大会(福祉功労者表彰など)参加 平 27.10.24(土)､ウイシュトンホテル 

 Ｖ連個人表彰 会員：住吉、能代、牛玖、役員：稲村、瀬尾、小倉（団体表彰は

該当無し） 

○地域福祉フォーラム（１部：福祉計画、２部：リレートーク、テーマ「ふれあい・

支えあいの輪」）出席（Ｖ連役員稲村が司会） 平 27.10.31（土）  

○ハッピー・はっぱ 10周年感謝祭「パフォーマンス広場」Ｖ連会長挨拶  

平 27.11.1(日) 

○佐倉西高 授業公開と「県内 1000箇所ミニ集会」参加（３名） 平 27.11.27（金）  

○歳末たすけあい募金（街頭募金）参加 

○千葉県ボランティアのつどい（鴨川）参加（１名）、平 28.1.11（日）  

〇ボランティア会議にてＶ連活動紹介 平 28.2.23（火）、平 28.2.27（土） 

〇（佐倉市）市民憲章推進協議会による街頭啓発実施（４名）   

  

（２）後援等の審議 

・平 27.6.3（水） 心のふれあいボランティア「ひびき」の傾聴講座（９月開催）

のＶ連協だより掲載依頼審議 

・平 27.6.3（水） 明るい社会づくり佐倉の駅前花壇花植え作業のＶ連協だより

掲載依頼審議 
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  ・平 27.7.10（金） 草笛＆リーフル「ハッピー◦はっぱ」の公開研修に対するＶ

連の「協力」依頼審議 

・平 27.10.1（木） 社会福祉法人えのき会 20周年記念の「加藤登紀子命結～ぬ

ちゆい～トーク＆ライブ」の後援依頼審議 

 

 

（３）Ｖ連文庫・備品 図書管理、貸出し 

  ・４月 ジャグ、名札、ジャンパー、腕章の貸出し 

  ・８月 防災訓練にバンダナ貸出し 

  ・11月 フェスタにピンクジャンバー貸出し 

  ・２月 地域交流会にピンクジャンバー貸出し 

 

４．参画委員会等 （12委員会等に参画） 

【社協】 

○評議委員会（田仲） 

○理事会及び千葉県共同募金会佐倉市支会理事会（寺田） 

地域福祉推進グループ事業担当理事会議 

○ボランティアセンター運営委員会及び助成金部会（寺田、1月から稲村） 

○「社協さくら」 編集委員会（長谷）  

○ともに歩むふくしプランⅡ推進委員会、Ⅲ策定委員会（田仲） 

【市】 

○市民憲章推進協議会（小倉） 

○市民協働推進委員会（寺田） 

○都市計画審議会（寺田） 

○地域福祉計画推進委員会（稲村） 

○高齢者福祉・介護計画推進懇話会（瀬尾） 

介護保険検討会（副会長） 

○市婚活支援協議会（寺田：監査役） 

○障害者計画・障害福祉計画策定懇話会（瀬尾） 
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【平成 27年度の主な活動】 

月日 役員会 活動内容 備考（☆主催など） 
4/1 水 ○   

4/26 日  第１回運営委員会（総会） 
２部：学習会「生活困窮者自立支援法を学ぶ」 

☆西地域福祉センター 

5/13 水 ○   

5/27 水  佐倉市障がい者団体等連絡会（総会）出席 西地域福祉センター 
6/3 水 ○   

6/3 水  Ｖ連協だより 56 号発行（750 部）  
6/10 水  ボランティアフォローアップ講座①・開講式、ボ

ランティアの場（施設）の紹介 
☆社会福祉センター 

7/1 水 ○   
7/10 金  バス研修開催（場所：恋する豚研究所）（ボランテ

ィアフォローアップ講座②） 
☆ 

8/5 水 ○   
9/2 水 ○   

9/5 土  第２回運営委員会 
２部：活動見本市（ボランティアフォローアップ
講座③）  

☆西地域福祉センター 

10/1 木 
【開催日変更】 

 ○ 赤い羽根共同募金参加 市役所庁舎内各所 

10/3 土  個人ボランティアのつどい（ボランティアフォロ
ーアップ講座④） 

☆社会福祉センター 

10/5 月  印旛郡市Ｖ連協交流会参加 富里市福祉センター 

10/24 土  社会福祉大会（福祉功労者表彰） ウイシュトンホテル 

10/31 土  地域福祉フォーラム 志津コミュニティセンター 
11/3 火 
-11/8 日 

 第７回障害者作品展 運営協力（実行委員） 佐倉市立美術館 

11/11 水 
【開催日変更】 

○   

11/20 金  土浦市Ｖ連協との交流会 ☆社会福祉センター  

11/22 日  ボランティア・市民活動フェスタ 2015 in 佐倉 
 運営協力・参加（実行委員）（ボランティアフォ
ローアップ講座⑤）  

ｻﾎﾟｾﾝ･ﾎﾞﾗｾﾝ共同事業 
中央公民館ほか 

12/1 火  歳末たすけあい募金（街頭募金）参加   

12/2 水 ○   
12/2 水  Ｖ連協だより 57 号発行（750 部）  

1/6 水 ○   
1/17 日  第３回運営委員会 

２部：「みんなで考えようボランティア活動」（ボ
ランティアフォローアップ講座⑥）   

☆ミレニアムセンター 

2/3 水 ○   
2/9 火  広報紙「はらっぱ」42 号発行（6,500 部）  

2/11 
木・祝 

 第 34 回ボランティアのつどい開催（ボランティア
フォローアップ講座⑦）   

☆ミレニアムセンター 

2/27 土  第７回ともに暮らす地域交流会開催協力（ボラン
ティアフォローアップ講座⑧）   
 

白銀小学校体育館 
障がい者団体等連絡会と東
部地区社協の共催 

3/2 水 ○   
3/2 水  Ｖ連協だより 58 号発行（750 部）  

3/20 日 〇 臨時役員会（次年度計画検討）  

 


