
2012年度活動報告 

 

 2012年度は、「仲間づくり」をテーマに活動を行いました。 

第 31 回「ボランティアのつどい」は、５月に実行委員会を立ち上げ、「仲間づくり

で 新しい風をおこそうよ！」をテーマに、２月に開催しました。広報紙「はらっぱ

39号」も編集委員会で企画・取材し、１月に発行しました。また、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Ⅳ～もっと障がいについて理解

を深めるために～」を実行委員会で検討、11月に開催し、記録集を発行しました。 

ホームページを通じ様々な情報発信・情報提供を行いました。 

 

□会員状況（2013.3.31現在）（敬称略） 

 グループ：28 、個人：43  

 

１．会議 

（１）運営委員会  

 ・第１回運営委員会 2012.4.28（土）、志津コミュニティセンター 

２部；学習会 「仲間づくり」～みんなで取り組み課題を共有すること～ 

 ・第２回運営委員会 2012.9.14（金）、ミレニアムセンター佐倉 

２部；意見交換会 Ｖ連活動について（事前にアンケートを実施）  

・第３回運営委員会 2013.1.19（土）、ミレニアムセンター佐倉 

２部；意見交換会 ｢2013年度ボランティアのつどい｣について他 

  

（２）役員会 

 ・定時役員会（月１回）12回開催 

・臨時役員会 ３回開催（12月：第３回運営委員会について、２月：フェスタとの

合同開催について、３月：ボランティア講座について 

（３）市社協との話し合い １回開催（2012.4.19） 

 

２．部門別活動 

（１）事業部門 

 ○第 31回ボランティアのつどい開催 

・2013.2.9（土）、志津コミュニティセンター 

テーマ「仲間づくりで 新しい風をおこそうよ！」 参加者 700人 

実行委員会を 11回開催（第 11回は反省会） 

第 31回ボランティアのつどい実行委員（敬称略） 

 実行委員長：牛玖昌弘、副委員長：住吉アキ子、会計：秋田美智子 

明るい社会づくり佐倉、さくらネイチャーゲームの会、まあるい会 

  要約筆記サークル『あうん』 

木口有三、酒井いつ子、髙橋正彦、脇阪亨 

・事前説明会・事前学習会 2013.1.26（土）、志津コミュニティセンター 

事前説明会 参加者：34団体 

事前学習会 対象：志津地区社協・ユーカリが丘地区社協 各４名 



      協力：愛光・ルミエール、志津南部地域包括支援センター 

 ○第４回障害者作品展ふれあいギャラリー 運営協力（実行委員） 

2012.12.7（金）～9（日）佐倉市美術館 来館者：907人 

2012.12.9（日）シンポジウム 90名 

   実行委員会を５回開催（副実行委員長：稲村、委員：小倉） 

    Ｖ連は、作品のレイアウト、搬入・搬出・会場係を担当 

 ○他市等のＶ連協との交流 

印旛郡市のＶ連協交流会（成田市、富里市、八街市、栄町参加） 

   ・参加の呼びかけがあり、2012.10.17(富里市で開催)の２回目交流会から参加 

   （2013.4.28に佐倉市Ｖ連が活動報告を行う。会場：佐倉市） 

○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 

   ・回収品目：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 

2012.7.13 使用済みインクカートリッジを佐倉小学校に寄贈 

2012.10.3 ゆうゆうの里（使用済み切手をいただく）に御礼訪問 

2013.1.9 コレクションハウスに使用済み切手を販売（24㎏ 9600円） 

 

（２）研修部門 

 ○学習会開催 

   2012.4.28（土）テーマ；「仲間づくり」～みんなで取り組み課題を共有するこ

と～講師：浅野訓子さん（じゃがいもクラブ代表）（第 1回運営委員会時に開

催） 

  ○バス研修会開催  

    2012.6.29（金）国立障害者リハビリテーションセンター「福祉機器展示館」（所

沢）＋昼食（自然食バイキング）＋手焼き煎餅体験（草加） 参加者：36人 

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

2012.11.18（日） 志津コミュニティセンター 参加者：69人 

実行委員会を７回開催（佐倉市障がい者団体等連絡会と共催）（第７回は反省・

記録集の作成など）、2013.3.14記録集を発行 

 

（３）広報部門 

 ○広報紙「はらっぱ」････市民向け、全戸回覧／6000部印刷 

   2013.1.9「はらっぱ 39号」発行、特集「私たちの仲間 ボランティア活動紹介」  

    「はらっぱ 39号」編集委員（敬称略） 

  井野西ボランティアグループ、心のふれあいボランティア「ひびき」、 

  佐倉市の防災を考える会、稲田ひとみ、友崎 彰 

編集委員会を４回開催、掲載のための活動の取材を実施 

 ○Ｖ連協だより････会員向け 

  2012.5.21 47号発行／800部印刷 

  2012.9.14 48号発行／800部印刷 

  2013.3. 6  49号発行／800部印刷 



 ○Ｖ連ホームページ 更新 

   2012.4～2013.3 27回更新 

 ○「社協さくら」にてＶ連活動紹介 

   2012.10.1号 バス研修会紹介 

   2012.12.1号 Ｖ連活動（活動のアンケート結果）紹介 

   2013.3.1号  第 31回ボランティアのつどいの開催状況を紹介 

 

３．その他の活動 

（１）社協協力等 

○ロータリークラブ主催ボーリング大会出席（挨拶、始球式） 2012.6.10  

○社協主催ボランティア入門講座出席 最終日にＶ連活動紹介 2012.7.26  

○敬老の集い（佐倉東小学校）出席 2012.9.30  

○赤い羽根共同募金（市役所庁舎内各所）参加 2012.10.1   

○旭市被災地支援活動ボランティア参加 2012.11.3  

○福祉功労者表彰式出席 2012.11.22  

○歳末たすけあい募金（街頭募金）参加 2012.12.3  

○東日本大震災復興応援チャリティ（千昌夫）コンサート協賛（市民音楽ホール）会場・

駐車場係など 2013.2.23  

○ポスター展に出展（サポートセンター主催）、４会場で実施 2013.1.30～3.6  

 

（２）後援等（共催・後援依頼受領（可否）の手続き要領 2012.5.9に基づき検討） 

 ○映画「ちづる」上映会（2013.1.20）の後援、主催：手をつなぐ・さくら、運営：

映画「ちづる」上映実行委員会、共催：市障害福祉課、後援：社協  

○東日本大震災復興応援チャリティ（千昌夫）コンサート（2013.2.23）の協賛、 

主催：東日本大震災復興応援する会（事務局：社協）、協賛：社協、Ｖ連、後援：市、

市教育委員会、県社協、佐倉商工会議所、佐倉青年会議所 

 

（３）Ｖ連文庫・備品 図書管理、貸出し 

 

（４）その他 

 ○金毘羅ふれあいマーケット出店 2012.4.10  

 ○イエローレシート贈呈式出席 2012.4.11  

 ○平成 24年度施設・病院ボランティア担当職員連絡会議出席 2012.5.30  

 ○千手会フェスタ参加 2012.9.15  

 ○社協主催講習会「障害について学ぶ市民講座 子どもの発達を支える」出席 

2012.9.22  

 ○市障害福祉課主催講習会「聴覚障害者サポート入門講座」出席 2012.10.2～  

 ○サポートセンター主催講習会「より魅力的なグループを目指して 活動の輪が広

がるために」出席 2012.10.5  

 ○金毘羅ふれあいマーケット出店 2012.12.10  

 ○市民憲章推進協議会主催の駅頭ＰＲ（チラシ、グッズ配布など）協力 2013.3.1  

 



４．参画委員会等 （11委員会等に参画） 

【社協】 

○評議員会（長谷、６月から田仲）委員数：32名、５回開催   

理事・監事の選任と予算・事業計画、決算・事業報告、各種規定等の審議 

○理事会（寺田）理事：14名、理事会：7回開催、理事懇談会：2回開催 

社会福祉協議会（以下社協）の業務の決定は理事をもって組織するこの会で行う。

主な権限は、定款に定める事業の立案執行、調査研究、総合的企画連絡調整。各

種事業、評議員の選任と評議員会提出議案（予算・事業計画、決算・事業報告、

各種規定）の審議。役員研修会２回参加、千葉県共同募金会佐倉市支会５回開催 

○「社協さくら」 編集委員会（長谷）委員数８名 

社協さくらの発行 168号～172号  

社協で計画され、実行されていること、地区社協活動、ボランティア活動などを

市民に伝える役目を担う。１回の発行につき、５回ほど編集委員会を開き紙面の

構成などについて協議 

○ともに歩むふくしプランⅡ推進委員会（田仲）委員数：24名、３回開催   

  実施事項の推進・進行管理、実施事項の評価・点検。今年度は地区社協の活動を 

中心に行った 

【市】 

○市民公益活動運営協議会（寺田）委員数：10名、２回開催   

佐倉市市民公益活動サポートセンターの運営・センター内での市民公益活動の推

進に関する調査研究 

○市民憲章推進協議会（大久保）委員数：67名 

総会：1回、役員会：５回、事業検討委員会：８回開催 

市民憲章の精神・理念の普及と啓発、構成団体間の交流を行う 

2012.11.13視察研修（牛久市総合福祉センター）、2013.3.1ＪＲ及び京成各駅にて

啓発活動 

○市民協働推進委員会（寺田）委員数：10名、４回開催  

市民協働を推進する施策・事業、地域まちづくり協議会(５団体)及び市民協働事

業(７団体)の審議・評価を行う 

2012.6.16視察（横浜市市民活動支援センター・港南台生き生きプレイパーク・タ

ウンカフェ）、2013.2.17まちづくりフォーラム出席 

○都市計画審議会（寺田）委員数：14名、１回開催  

都市計画法に基づき都市計画に関することを調査・審議する機関。委員会の他に

佐倉市都市マスタープラン地域別構想（素案）説明会（2012.12.10）に参加 

○地域福祉計画推進委員会（稲村）委員数：９名、３回開催  

 佐倉市地域福祉計画を推進する計画の管理と評価を行う 

○高齢者福祉・介護計画推進懇談会（瀬尾）委員数：14名、４回開催 

（計画策定：平成 24年３月）計画の実施及び進捗状況の確認、意見交換など 

○福祉有償運送運営協議会（稲村）委員数：15名、１回開催  

 NPO法人等による福祉有償運送の必要性並びにこれを行う場合における安全の確     

  保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議 



【2012年度活動実績一覧】 

月日 役員会 活動内容 備考（☆主催） 
4/ 4水 ○  ☆ 
4/10火  金毘羅ふれあいマーケット出店  
4/11水  イエローレシート贈呈式出席  
4/19木  社協との話し合い ☆ 
4/28土  第１回運営委員会（総会） 

学習会：“仲間づくり”講師：浅野訓子さん 
☆ｺﾐｾﾝ 

5/ 9水 ○  ☆ 
5/21月  Ｖ連協だより 47号発行 ☆ 
6/ 6水 ○  ☆ 
6/10日  ロータリークラブ主催ボーリング大会出席（挨拶、始球式）  
6/29金  バス研修 国立リハビリテーションティセンター「福祉機

器展示館」 
☆所沢＋草加 

7/ 4水 ○  ☆ 
7/26木  社協主催ボランティア入門講座出席（最終日にＶ連紹介説

明） 
 

8/ 1水 ○  ☆ 
9/ 5水 ○  ☆ 
9/14金  第２回運営委員会 

意見交換：Ｖ連活動について（会員アンケートを実施） 
☆ﾐﾚｾﾝ 

9/14金  Ｖ連協だより 48号発行 ☆ 
9/15土  千手会フェスタ参加  
9/30日  敬老の集い（佐倉東小学校）出席  
10/ 1月 ○ 赤い羽根共同募金参加 市役所庁舎内各所 
11/ 7水 ○  ☆ 
11/18日  ともに暮らす地域交流会Ⅳ開催 ☆障がい者団体等連絡会

と共催、ｺﾐｾﾝ 
11/22金  福祉功労者表彰式出席  
12/3月  歳末たすけあい募金（街頭募金）参加  
12/ 5水 ○  ☆ 
12/７金
8土９日 

 第４回障害者作品展ふれあいギャラリー 運営協力（実行
委員会副会長・委員） 

12/3～9障害者週間 
佐倉市美術館 

12/10月  金毘羅ふれあいマーケット出店  
12/17月 ○(臨時) 第３回運営委員会について ☆ 
1/ 9水 ○  ☆ 
1/ 9水  広報紙「はらっぱ」39号発行 ☆ 
1/19土  第３回運営委員会 

意見交換会：2013年度ボランティアのつどいについて他 
☆ﾐﾚｾﾝ 

1/26土  ボランティアのつどい事前説明会、事前学習会 ☆ｺﾐｾﾝ  
1/30 水
～3/6水 

 ポスター展出展（サポートセンター主催）、1/30～2/4レイ
クピア臼井にて説明立会 

レイクピア臼井を含め４
会場で実施 

2/ 6水 ○  ☆ 
2/ 8金  第 31回ボランティアのつどい 前日準備 ☆ 
2/ 9土  第 31回ボランティアのつどい開催 ☆ｺﾐｾﾝ 
2/14木 ○(臨時) フェスタとの合同開催について ☆西部 
2/23土  東日本大震災復興応援チャリティ(千昌夫)コンサート協

賛  
市民音楽ホール 

3/1金  市民憲章推進協議会主催の駅頭ＰＲ協力  
3/ 6水 ○  ☆ 
3/ 6水  Ｖ連協だより 49号発行 ☆ 
3/20水 ○(臨時) ボランティアスキルアップ講座について ☆ｶﾞﾚﾘｰﾘｰﾍﾞ 



 


