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２０１４年度 活動報告 

 

 2014年度は、「笑顔をとどけよう」をテーマに活動を行いました。 

「第 33回ボランティアのつどい」は、今年度は場所を変えて臼井地区（染井野小学

校）で、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

いたしました。11月に開催されたボランティア・市民活動フェスタ 2014 in 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 1月に発行しました。 

佐倉市障がい者団体等連絡会との共催による「第６回ともに暮らす地域交流会」を

実行委員会方式にて開催し、記録集を発行しました。 

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。 

様々な活動を通して、多くのボランティア仲間や地域の方々と交流しました。 

 

□会員状況（2015.3.末現在） 

団体会員：29 個人：33 

2014年度新規参加団体 

  さんぽみち、あすなろ 22、佐倉再発見・新発見、花と緑の街づくり 22、 

こぶしリーダースクラブ 

 

１．会議 

（１）運営委員会  

 ・第１回 2014.4.27（日）13:30～、志津コミュニティセンター 

  第１部（総会）：活動計画（案）・予算（案）、第２部：交流会（団体・個人ボラ紹

介カードを使って）    

 ・第２回 2014.9.15（月・祝日）13:30～、西部地域福祉センター 

第１部：活動報告ほか、第２部：交流会｢(超)高齢化社会におけるボランティ活動｣    

・第３回 2015.1.14（水）13:30～、臼井公民館 

  第１部：活動報告ほか、第２部：交流会「次年度計画をみんなで考えよう！」 

（２）役員会 

 ・定例役員会（月１回）12回開催  

・臨時役員会 ３月に１回開催（次年度活動計画（案）の検討） 

 

２．部門別活動 

（１）事業部門 

 ○第 33回ボランティアのつどい開催 

 ・2015.2.11（水：祝日）、染井野小学校（体育館） 

・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 約 150名参加 

  『夢つくり隊』出張授業、体験タ～イム！ リレートーク、フィナーレ 

・実行委員会にて検討・開催 実行委員会を５回開催 
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【実行委員】団体会員 佐倉市の防災を考える会、ガールスカウト千葉県第 84団 

草笛＆リーフル「ハッピー・はっぱ」、ボーイスカウト佐倉第４団 

      個人会員 住吉アキ子、川島幸一  社協 細谷、菅原 

○ボランティア・市民活動フェスタ 2014 in 佐倉  

  ・2014.11.23（日）、中央公民館ほか（サポセン・ボラセン共同事業）  

・運営協力（実行委員：小倉）・参加 実行委員会５回出席 

・Ｖ連及び会員による活動発表、ブース出店など 

 Ｖ連（ブースはラウンジ）：バリアフリー体験を実施、体験者約 100人  

①おとしよりの体験、②車いすの体験、③ユニバーサルデザインを体験、 

④目の不自由な方と『お話してみましょう！』 

   ブース協力者：30名（根郷地区社協、内郷地区社協、順天堂大学生、 

ボランティア講座生、視覚障害の方、Ｖ連役員ほか） 

○第５回障害者作品展ふれあいギャラリー運営協力（実行委員） 

・2014.9.30（火）～10.5（日）（準備期間含む）、佐倉市立美術館 

・運営協力（実行委員長：稲村、実行委員：小倉）・参加（展示、駐車場、会場係）  

実行委員会４回出席 

  ・作品数 260点、来場者数 837人   

○印旛郡市Ｖ連協交流会参加 

  （参加団体：成田市･富里市･八街市･栄町・酒々井町） 

  ・2014.9.11（木） 成田市（会場：成田保健福祉センター）にて開催 

○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、インクカートリッジ 

  ・回収箱：設置個所９か所 

  ・使用済み切手販売：約 25㎏、約 10,000円／協力者にお礼状送付 

  ・インクカートリッジ：志津小学校の収集活動に寄贈 

 

（２）研修部門 

○学習会等開催 

・2014.9.15（月：祝日）（第２回運営委員会の２部で開催） 

・意見交換：テーマ「（超）高齢化社会におけるボランティア活動」 25名参加 

 ○バス研修会開催 

   ・2014.7.3（木）東京ガスショールーム、東京都庁展望室 41名参加 

 ○「第６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～」 

   サブタイトル『聴こえないことを体験し、語ろう、学ぼう！』 84名参加 

・2015.3.15（日）、志津コミュニティセンター（佐倉市障がい者団体等連絡会と

共催） 

・実行委員会２回開催、記録集の発行 

・第１部：聴覚障がいがある方の暮らし方や日常の困りごとなどの発表（発表団

体：佐倉市ろう者協会）／聴覚障がいに関連した体験学習、第２部：分科会 
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（３）広報部門 

○広報紙「はらっぱ」41号 2015.1.7発行（市民向け、全戸回覧／6,500部印刷） 

・タイトル「ボランティアでつなぐ地域の わぁ～」 

 1面：この頃ちょっと困ったことがある どんなことを工夫しているの？ 

２・３面：ボランティア活動紹介（団体・個人） 

・編集委員会にて企画 編集委員会４回開催＋取材日 

【編集委員】 団体会員：人づくり街づくり環境づくり、明るい社会づくり佐倉、

ほっとくらぶ 

        個人会員：関野洋子  

○Ｖ連協だより  

・2014.6.4 53号発行 主な記事：第１回運営委員会（総会）報告、第 32回ボラ

ンティアのつどい・リレートーク報告 

・2014.12.3 54号発行 主な記事：第 33 回ボランティアのつどい案内、ボラン

ティア・市民活動フェスタ 2014in佐倉報告 

・2015.3.4 55号発行 主な記事：2015年度第１回運営委員会（総会）案内、Ｖ

連会員紹介、第 33回ボランティアのつどい報告、第３回運営委員会報告 

○Ｖ連ホームページ 21回更新 

 

３．その他の活動 

（１）社協協力等 

○赤い羽根共同募金参加 2014.10.1市役所庁舎内 

○歳末たすけあい募金（街頭募金）参加 2014.12 

 

（２）市民公益活動サポートセンター 

  ・市民活動ポスター展参加 2014.11.23～2015.2.19 

ボランティア・市民活動フェスタ他ほか６か所で展示（中央公民館～ＪＲ佐倉

駅ギャラリー） 

  

（３）後援等 

○後援 

  ・映画「シンプル・シモン」上映を実現する会、2014.4.29、ミレニアムセンター 

  ・「チャレンジド・ミュージカル」公演実行委員会（主催：手をつなぐ・さくら）、

2015.4.12、市民音楽ホール 

○協力（広報等協力） 

  ・「ハッピー・はっぱ」主催（社協助成金公開研修）：日だまり道場 講師：増田

一枝さん 食と心のケア～三年目のボランティア 被災地へ！涙と笑いの物語、

2014.7.21、志津コミュニティセンター  

 

（４）Ｖ連文庫・備品 図書管理、貸出し 

  ・2015.2 バンダナ、ジャンパー、ジャグ貸出し（２団体） 
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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及び助成金部会（寺田） 

○「社協さくら」 編集委員会（長谷）  

○地域福祉活動計画策定委員会（田仲） 

【市】 

○市民憲章推進協議会（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・介護計画推進懇話会（瀬尾） 

○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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【2014年度活動実績一覧】 

月日 役員会 活動内容 備考（☆主催など） 
4/2 水 ○  ☆ 

4/27 日  第１回運営委員会（総会） 
２部：交流会(団体・個人ボラ紹介カードを使って) 

☆志津コミュニティセ
ンター 

5/7 水 ○   

5/21 水  佐倉市障がい者団体等連絡会（総会）出席  
6/4 水  ○   

6/4 水 ○ Ｖ連協だより 53 号発行 ☆ 
6/29 日  ロータリークラブ主催ボーリング大会出席  

7/2 水 ○   
7/3 木  バス研修開催（東京ガスショールーム見学） ☆ 

8/6 水 ○   
9/3 水 ○   

9/11 木  印旛郡市Ｖ連協交流会 （成田） 

9/15 月祝  第２回運営委員会 
２部：交流会「（超）高齢化社会におけるボランティ
ア活動」  

☆西部地域福祉センタ
ー 

9/30 火 
-10/5 日 

 第６回障害者作品展ふれあいギャラリー 
運営協力（実行委員長・委員） 

佐倉市立美術館 

10/1 水  赤い羽根共同募金参加 市役所庁舎内各所 
10/8 水 ○   

11/5 水 ○   

11/23 日  ボランティア・市民活動フェスタ 2014 in 佐倉 
社会福祉大会と合同 
 運営協力・参加（実行委員）  

ｻﾎﾟｾﾝ･ﾎﾞﾗｾﾝ共同事業 
中央公民館ほか 

12/1 月  歳末たすけあい募金（街頭募金）参加   

12/3 水 ○   
12/3 水  Ｖ連協だより 54 号発行 ☆ 

1/7 水 ○   
1/7 水  広報紙「はらっぱ」41 号発行 ☆ 

1/14 水  第３回運営委員会 
２部：交流会「次年度計画をみんなで考えよう！」  

☆臼井公民館 

2/4 水 ○   

2/11 水  第 33 回ボランティアのつどい開催 ☆染井野小学校 
3/1 日 ○ 臨時役員会：次年度活動計画（案）の検討  

3/4 水 ○   
3/4 水  Ｖ連協だより 55 号発行 ☆ 

3/15 日  第６回ともに暮らす地域交流会開催 『聴こえないこ
とを体験し、語ろう、学ぼう！』（佐倉市ろう者協会
が発表者） 

☆障がい者団体等連絡
会と共催、志津コミュ
ニティセンター 

 


