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２０１３年度活動報告 

 

 2013年度は、「人と人とのつながり」をテーマに活動を行いました。 

第 32 回「ボランティアのつどい」は、大雪のために中止を余儀なくされましたが、

リレートークと体験を中心とした交流の場として 3月 30日（日）に「ミニ・ボランテ

ィアのつどい」として開催しました。11月 24日（日）に開催された、さくら ボラン

ティア・市民活動フェスタ 2013には、外向けのアピールの場として参加いたしました。

広報紙「はらっぱ」は編集委員会で企画し、１月８日（水）に発行しました。 

佐倉市障がい者団体等連絡会との共催による「ともに暮らす地域交流会Ⅴ」を実行

委員会方式にて 11月 17日（日）に開催し、記録集を３月に発行しました。 

新たな企画として「ボランティア力をアップして暮らしやすい佐倉にしよう！～お

もいやりのある街に～」をテーマに「体験を通して学ぶボランティア講座」を１０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。 

様々な活動を通じ、会員の増強とボランティア力のアップを図ってきました。 

 

□会員状況（2014.3.末現在） 

 グループ：２７ 、個人：４３  

 

１．会議 

（１）運営委員会  

 ・第１回運営委員会 2013.4.28（日）、西部地域福祉センター 

   ２部；意見交換会 今後の「ボランティアのつどい」のあり方について 

 ・第２回運営委員会 2013.9.5（木）、ミレニアムセンター佐倉 

２部；学習会兼ボランティア講座（第４回）ボランティア体験報告と意見交換 

・第３回運営委員会 2014.1.21（火）、志津コミュニティセンター 

２部；“ボランティアあれこれ”の茶べり場、ボランティア講座（第９回修了式） 

（２）役員会 

 ・定例役員会（月１回）12回開催 

（３）市社協との話し合い  

 ・14.3.5（水）次年度ＶＣ及びＶ連活動について、Ｖ連会員のあり方についてほか 

 

２．部門別活動 

（１）事業部門 

 ○「第 32回ボランティアのつどい ～みんなであつまんべや～」 

 ・2014.2.8（土）、志津コミュニティセンター ⇒大雪のため中止 

 ※2014.3.30（日）第 32回ミニ・ボランティアのつどい開催 

・リレートーク（①子育て支援、②地域交流、③高齢者支援） 

体験タイム！（①高齢者疑似体験、②アイマスク・ガイド体験） 
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交流タイム（①みんなで体を動かそう！ ②じゃんけん大会）  

・実行委員会にて検討・開催  実行委員会７回開催／ミニで２回・書面１回 

 実行委員長：住 アキ子（個人ボラ） 

 副実行委員長：寺田純子（手をつなぐ・さくら） 

 実行委員：牛玖昌弘（個人ボラ） 

手をつなぐ・さくら（伊藤澄子、鈴木麻里） 

草笛＆リーフル「ハッピー◦はっぱ」（岡本キミ子） 

○さくら ボランティア・市民活動フェスタ２０１３開催 運営協力・参加 

 ・2013.11.24（日）、中央公民館ほか （11.23（土）に準備） 

 ・ボランティアセンターとＶ連共同事業（イベント）として、体験コーナー（車い

す、アイマスク・ガイド、手話、コミュニケーションボード、要約筆記、収集活

動）、寸劇“地域でささえあう”、館内ツアーを実施 

 ・実行委員として開催協力〈Ｖ連役員；副実行委員長・公民館部会チーフ（寺田）、

外エリアチーフ（髙橋）、公民館担当（田仲）、広報担当（小倉）〉〈Ｖ連会員；手話

ダンス虹、ふきのとう、ガールスカウト千葉県第 84団、佐倉市の防災を考える会〉 

 ・Ｖ連会員により、ステージ発表（団体２、Ｖ連有志）、ブース出店（団体９；ガー

ルスカウト千葉県第 84 団、ハッピーはっぱ、ふきのとう、ボランティア桜、さくら

ネイチャーゲームの会、手をつなぐ・さくら、あしたの会、人づくり街づくり環境づ

くり、佐倉市の防災を考える会） 

ポスター展参加（団体８、Ｖ連）、当日スタッフ協力（団体２、個人３） 

○第４回障害者作品展ふれあいギャラリー 運営協力 

・2013.10.4（金）～6（日）、佐倉市立美術館 作品数:約 360点、来場者数:743名 

・実行委員として開催協力 Ｖ連役員；実行委員長（稲村）、実行委員（小倉） 

・準備期間にスタッフとして協力（団体２、個人１ 延べ 17名（Ｖ連役員を含む）） 

展覧会及び撤収作業（個人２ 延べ 21名（Ｖ連役員含む）） 

 作品搬入・撤収、会場準備・レイアウト、受付、駐車場係など 

○印旛郡市Ｖ連協交流会参加 

 ・参加団体；2012年度より成田市･富里市･八街市･栄町、2013年度酒々井町参加 

 ・2013.4.28（日）西部地域福祉センター 佐倉市Ｖ連が活動報告 

  2013.8.1（木）栄町ふれあいプラザ 

2014.3.24（月）八街市総合保健センター 

○収集活動 

・毎月第 3月曜日（年間 11回）、社会福祉センター地下研修室 

 ・回収項目：切手、プリペイドカード、ベルマーク、インクカートリッジ 

 ・使用済み切手回収箱：設置個所８か所 

（平成 26年度から印旛合同庁舎に設置、計９か所） 

 

（２）研修部門 

○学習会等開催 

・学習会兼ボランティア講座（第４回） ボランティア体験報告と意見交換 
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2013.9.5（木）、ミレニアムセンター佐倉 

  （第２回運営委員会の２部で開催）34名参加 

 ○バス研修会開催 

  ・2013.7.10（水）、ドリームハイツほか（横浜市） 44名参加 

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

催（佐倉市障がい者団体等連絡会と共催） 

  ・2013.11.17（日）、西部地域福祉センター 49名参加 

  ・第１部発表者 大久保和夫氏（佐倉市身体障がい者の会・Ｖ連役員） 

・実行委員会にて検討・開催、３月に記録集を発行 実行委員会を４回開催 

○体験を通して学ぶボランティア講座開催 

『ボランティア力をアップして暮らしやすい佐倉にしよう！ ～おもいやりのある街に～』 

・第１回 開講記念講演：法政大教授名和田先生「人と人がつながるまちづくり」

2013.5.27（月）社会福祉センター 36名参加 

・第２回 バス研修会（ドリームハイツほか） 2013.7.10（水） 44名参加 

・第３回 Ｖ連登録会員の活動や地域活動に参加 8月  

・第４回 ボランティア体験報告と意見交換 2013.9.5（木）、ミレセン 34名参加 

・第５回 障害者作品展の開催協力 2013.10.1（火）～10.6（日） 

     開催準備延べ 17名、展覧会及び撤収作業延べ 21名参加 

・第６回 ともに暮す地域交流会Ｖ 2013.11.17（日） 

車いす体験サポーター16名参加 

・第７回 さくらボランティア・市民活動フェスタ２０１３ 2013.11. 24（日）

（11.23(土)準備） ボランティアセンターとＶ連共同事業（イベント）

として、３団体、個人ボラ１名、Ｖ連役員８名参加 

・第８回 Ｖ連登録会員の活動や地域活動に参加 12月 

・第９回 “ボランティアあれこれ”茶べり場参加、修了式 2014.1.21（火） 

・第 10回  第 32回ミニ・ボランティアのつどい～みんなであつまんべや～ 2014.3.30(日) 

＊第１回から第 10回のボランティア講座報告を作成、配布／ＨＰに掲載 

 

（３）広報部門 

○広報紙「はらっぱ」40号 2014.1.8（水）発行（市民向け、全戸回覧／6000部印刷） 

・編集委員会にて企画 

  グループ；志津ジュニアリーダースクラブ、手話サークル「希望」、 

ボランティア桜、むぎの会 

 個人；越川さん 

○Ｖ連協だより 50～52号発行   

50号 2013.7.11（木）発行、51号 2013.12.24（火）発行、 

52号 2014.3.11（火）発行 

○Ｖ連ホームページ  

 ・27回更新････3月にＶ連協だより 52号アップを含む 

 ・「ボランティア講座」のコーナーを新設 



4 

 

３．その他の活動 

（１）社協協力等 

○ボランティアセンター、災害に関する研修会参加  

・2013.6.1（土）、11.9（土） 旭市支援活動 

○赤い羽根共同募金参加 2013.10.1（火）、市役所庁舎内 

○地域福祉フォーラム（ともに歩むふくしプランⅡ）参加 2013.10.26（土）、 

中央公民館 ⇒大型台風襲来につき中止    

○社会福祉大会（福祉功労者表彰と障がい者シンポジウム）参加 2013.12.7（土）、 

志津コミュニティセンター   

○歳末たすけあい募金（街頭募金）参加 2013.12.2（月） 

 

（２）後援等 随時 

 ・案内等の協力；ハッピー◦はっぱ・コケコッコ村主催の公開研修「普通救命講習」 

 ・後援；佐倉市社協助成事業（公開講座）「3.11 を語る、みんなで取り組む地域づ

くり ドキュメンタリー映画「逃げ遅れる人々」上映会＆トークショー（主催：

手をつなぐ・さくら、その他の後援：佐倉市他） 

 

（３）Ｖ連文庫・備品 図書管理、貸出し 随時 

 

 

４．参画委員会等 （12委員会等に参画） 

【社協】 

○評議員会（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） 

○ボランティアセンター運営委員会（寺田） 

○「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（田仲） 

【市】 

○市民公益活動サポートセンター運営協議会（寺田：～2013.10） 

○市民憲章推進協議会（旧：大久保、新：田仲） 

○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・介護計画推進懇談会（瀬尾） 

○福祉有償運送運営協議会（稲村） 
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【2013年度活動】（実績） 

月日 役員会 活動内容 備考（☆主催） 
4/3水 ○  ☆ 
4/28日  第１回運営委員会（総会） 

意見交換：今後の「ボランティアのつどい」のあり方 
☆西部 

4/28日  印旛郡市Ｖ連協交流会開催（佐倉市） ☆西部 
5/1水 ○   
5/22水  佐倉市障害者団体等連絡会（総会）出席  
5/27月  ボランティア講座・開講式 ☆社協(予定)と共催 
6/1土  災害に関する研修会参加（旭市支援活動） ボラセン 
6/5水 ○   
6/23日  ロータリークラブ主催ボーリング大会への出席  
7/3 水 ○   
7/10水  バス研修開催 ☆ 
7/11木  Ｖ連協だより 50号発行  
8/1木  印旛郡市Ｖ連協交流会開催（栄町）  
8/7水 ○   
9/4水 ○   
9/5木  第２回運営委員会 

ボランティア講座 体験報告＋意見交換 
☆ミレセン 

10/1 火
-2水 

 赤い羽根共同募金参加 
障害者作品展 搬入受付・レイアウト 

市役所庁舎内各所 

10/3 木
-6日 

 第５回障害者作品展 運営協力（実行委員） 佐倉市美術館 

10/26土  地域福祉フォーラム⇒中止  
10/8火 ○   
11/6水 ○   
11/9土  災害に関する研修会参加 ボラセン 
11/17日  ともに暮らす地域交流会Ⅴ開催 ☆障がい者団体等連

絡会と共催、西部 
11/24日  さくらボランティア・市民活動フェスタ 2013 運営協

力・参加 11/23準備 
ｻﾎﾟｾﾝ･ﾎﾞﾗｾﾝ共同事業 
中央公民館ほか 

12/2月  歳末たすけあい募金（街頭募金）参加   
12/4水 ○   
12/7土  社会福祉大会（福祉功労者表彰と障害者シンポジウム）

参加 
コミセン 

12/24火  Ｖ連協だより 51号発行  
1/8水 ○   
1/8水  広報紙「はらっぱ」40号発行 ☆ 
1/21火  第３回運営委員会 

第２部“ボランティアあれこれ”の茶べり場 
  体験を通して学ぶボランティア講座（修了式） 

☆コミセン 

1/25土  つどい体験サポーター事前講習会 アイマスク・ガイド  ☆コミセン 
1/26日      〃           高齢者疑似・車いす ☆コミセン 
2/5水 ○   
2/8土  第 32回ボランティアのつどい開催 ⇒大雪のため中止  ☆コミセン 
3/5水 ○   
3/11火  Ｖ連協だより 52号発行 ☆ 
3/24月  印旛郡市Ｖ連協交流会開催（八街）  
3/30日  第 32回ミニ・ボランティアのつどい開催 ☆西部 

 


