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平成 28年度活動報告 

 

 平成 28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 35 回ボランティアのつどい」は、佐倉市の南部地区の和田ふるさと館を会場に、

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、実行委員会

の運営により開催しました。ボランティア・市民活動フェスタ 2016in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・協力しました。「ボランティア

フォローアップ講座」として、「個人ボランティアのつどい」を開講しました。 

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。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、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 29年３月末現在） 

 団体会員：29、個人：35 

 

１．会議 

（１）運営委員会  

 ・第１回 平 28.4.24（日）、西部地域福祉センター 参加者：43名 

 ・第２回 平 28.9.10（土）、西部地域福祉センター 参加者：40名 

・第３回 平 28.12.14（水）、社会福祉センター   参加者：29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 29.3.12（月）） 次期役員体制・次年度計画の検討 

（３）市社協との話し合い  

・平 28.6.22（水）今年度のＶＣの活動方針、Ｖ連との連携協力などの確認 

・その他、随時、情報交換しました。  

 

２．部門別活動 

（１）事業部門 

 ○第 35回ボランティアのつどい開催【継続】 

 ・平 29.2.11（土・祝）、和田ふるさと館（参加者：約 120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 ６回開催（反省会を含む） 

委員長：伊藤千津子（個人）、副委員長：平澤英人（花と緑の街づくり’22） 

実行委員 団体：こぶしリーダースクラブ､手話サークル｢希望」､ほっとくらぶ、

花と緑の街づくり’22  

個人：伊藤千津子、住吉アキ子、栁村篤史（社会福祉法人愛光）、 

   石渡典子（南部ボランティアセンター） 
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  ・サブテーマ：和田であそぼう！ 

   構成 講演会／体験タ～イム！／フィナーレ 

 

 

 

 

  

○ボランティア・市民活動フェスタ 2016 in佐倉 運営協力（実行委員）・参加【継続】 

  ・平 28.11.27（日）、中央公民館ほか（サポセン・ボラセン共同事業） 

・実行委員長：寺田純子、実行委員（広報）：小倉幸代 実行委員会参加：４回 

・Ｖ連及び会員による活動発表、ブース出店など  

 ・Ｖ連は体験コーナーを開催（車いす体験、高齢者体験、ユニバーサルデザイン 

紹介）、協力：根郷地区社会福祉協議会（参加者：約 100人スタッフ含む） 

佐倉市障がい者団体等連絡会と共同の場で開催 

○第８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 28.10.25（火）～10.30（日）（準備を含む）、佐倉市立美術館 

・実行委員：稲村多恵子 実行委員会参加：４回（作品：260点、来場者：1,016名） 

○印旛地区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・印西市） 

  ・平 28.6.22(水) ミレニアムセンター（佐倉市Ｖ連担当）（参加者 47名） 

前半：各Ｖ連協からの活動報告と意見交換  

後半：研修会『グループ活動の活性化の取組みについて学ぶ』 

    手話サークル「希望」、心のふれあいボランティア「ひびき」から発表 

  ・平 29.3.7（火）ふれあいプラザさかえ（栄町Ｖ連協担当）（参加者約 50名） 

   前半：各Ｖ連協からの活動報告と意見交換、後半：栄町Ｖ連協会員の活動紹介 

 ○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（地下研修室） 

・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 

（２）研修部門 

○研修会開催【継続】 

●平 28.4.24（日）（第１回運営委員会（総会）の２部で開催）（参加者 43名）  

テーマ：『地域包括ケアシステムって何だろう？要支援者の訪問介護と通所介護は

どう変わる？』～今後の佐倉市の取り組みについて～ 

講師：里吉奏子様（佐倉市福祉部高齢者福祉課包括ケア推進班） 

●平 28.12.14（水）（第３回運営委員会の２部で開催）（参加者 29名） 

テーマ：熊本災害支援 現地からの報告 

   講師：杉山美枝子様・細谷聡美様（佐倉市社会福祉協議会） 

○バス研修開催【継続】 

   ・平 28.7.1（金）テーマ：大里綜合管理・野老社長（大網白里市）の地域活動につ

【協力】（敬称略） 

社会福祉法人 愛光、和田地区社会福祉協議会、和田公民館、和田はたおり保存会、 

和田小学校ＰＴＡ民俗資料収集委員会、宝金剛寺、順天堂大学スポーツ健康科学部 

イラスト：岡本弥咲子、岡本佑倫子、岡本奏和子 
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いて学ぶ（参加者 41名） 

○ボランティアフォローアップ講座 

 ①ボランティア活動見本市の開催【継続】  

   ・平 28.9.10（土）、西部地域福祉センター（第２回運営委員会の２部） 

   ・ブース形式で実施（活動ＰＲタイム、ブースでの語り合い）（参加者 40名） 

②個人ボランティアのつどい開催【継続】 

   ・平 28.10.9（日）、ミレニアムセンター（参加者 17名） 

   ・テーマ：支える・支えられる／気づき 

・前半に順天堂大学松山先生の講話：「ささえあい」のまちづくりとボランティア活

動、後半で懇話会    

（３）広報部門 

○広報紙「はらっぱ」年１回発行（市民向け、全戸回覧／6,500部印刷） 

・第 43号 平 29.2.8（水）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：アパコミごましお会、ガールスカウト千葉県第 84団、 

手をつなぐ・さくら、個人会員：稲村多恵子 

  ・会員紹介コーナーのテーマ：支えあって 小さな幸せ いっぱ～い！ 

○Ｖ連協だより 年３回発行（会員向け） 

 ・第 59号 平 28.6.1（水）発行 850部作成 

 ・第 60号 平 28.11.2（水）発行 750部作成 

・第 61号 平 29.3.1（水）発行 800部作成 

○Ｖ連ホームページ 25件掲載 

○報告書の作成配布・ホームページ掲載 

 ・研修会「地域包括ケアシステムを学ぶ」 

 ・印旛地区Ｖ連協交流会（佐倉市担当）  

・バス研修会（大里綜合管理(株)ほか） 

・ボランティア活動見本市 

・個人ボランティアのつどい 

 ・ボランティア・市民活動フェスタ 2016 in佐倉「体験コーナー」 

・研修会「熊本災害支援 現地からの報告」  

・第 35回ボランティアのつどい 

  

３．その他の活動 

（１）社協協力等 

 〇平 28.5.12（木）熊本地震支援・義援金の街頭募金参加 

○平 28.6.5（日）全体交流会・「ボランティア・市民活動フェスタ 2016in佐倉」開催

説明会参加 

○平 28.6.19（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   

 ○平 28.7.11（月）イエローレシートキャンペーン（イオンタウン）参加 

○平 28.10.3（月）赤い羽根共同募金参加、市役所庁舎内 
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○平 28.10.24（月）分野別交流会（子ども健全育成分野）に参加 

○平 29.2.21（火）、2.25（土）ボランティア会議にてＶ連活動紹介 

○平 29.3.12（日）（佐倉市）市民憲章推進協議会による街頭啓発活動に参加 

（２）後援等の審議  

  ・平 28.4.22（金）ひだまり道場 協力依頼審議（チラシ配布などの協力） 

主催：草笛＆リーフル「ハッピー◦はっぱ」、共催：高齢者いきいきクラブ「コケ

コッコ村」、社協助成金事業 

・平 28.6.1（水）心のふれあいボランティア「ひびき」の傾聴講座 協力依頼審議

（Ｖ連協だよりに案内の掲載などの協力） 

・平 28.11.2（水）草笛コンサート（草笛の丘で開催） 協力依頼審議（Ｖ連だよ

りに案内の掲載などの協力）主催：草笛＆リーフル「ハッピー◦はっぱ」、市民協

働事業 

・平 28.12.7（水）「子ども食堂の輪」全国ツアーinちば 協力依頼審議（チラシ配

布）（依頼：こぶしリーダースクラブ岡本氏） 

（３）Ｖ連文庫・備品 図書管理、貸出し 随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

４．参画委員会等 （10委員会等に参画） 

【社協】 

○評議委員会（田仲）委員：31名、５回開催（平 29.3月末日で終了） 

社会福祉協議会（以下社協）の理事・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 

○理事会及び千葉県共同募金会佐倉市支会理事会・地域福祉推進グループ事業担当理

事会議（寺田）理事：14名、理事会：7回・理事懇談会：２回開催、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 

（社協の業務は、理事会にて決定する）主な権限：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、評議委員の選任と評議委員会提出議案

（予算・事業計画、決算・事業報告、各種規定）の審議 

○ボランティアセンター運営委員会（稲村）委員：12名、６回開催  

 ボランティア活動の推進に関わる事業の運営について協議 

○社協さくら編集委員会（小倉）委員：８名、12回開催（１回の発行につき４回、編

集委員会を開催） 

社協さくら（180号～190号）の発行。市社協の活動、地区社協の活動、ボランティ

ア活動などを市民に伝える役目。紙面の構成などについて協議 

○ともに歩むふくしプランⅢ推進委員会（田仲）委員：18名、２回開催   

実施事項の推進・進行管理、実施事項の評価・点検。 

今年度は市社協・地区社協の活動を中心に、災害に備えた地域連携への取り組み、

生活困窮者支援への取り組みについて協議 

【市】 

○市民憲章推進協議会（小倉） 

市民憲章の精神・理念の普及と啓発、構成団体間の交流。視察研修、駅頭にて啓発

活動で５回活動 

○市民協働推進委員会（寺田）委員：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・市民協働事業の審議・評

価。まちづくりフォーラム出席 

○地域福祉計画推進委員会（稲村）委員：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 

○高齢者福祉・介護計画推進懇話会（地域包括支援センター運営協議会、事業者選考

検討会兼務）（瀬尾）委員：14名、懇話会４回・事業者選考検討会１回開催 

佐倉市の高齢者福祉・介護事業計画に関する施策に対する計画の実施及び進捗に対

する審議 

○市婚活支援協議会（寺田）委員：６名、担当は監査役（事業の予算及び決算に関す

ること）２回開催のほか会計監査日、任期 1年 

 独身男女の出会いの場を創設し結婚対策等を促進し、佐倉市への定住化及び地域の

活性化を図るための事業を実施 
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【平成 28年度 主な活動】  

 

月日 役員会 活動内容 備考（☆主催など） 

4/6(水) ○   

4/24(日)  第１回運営委員会（総会） 

２部：研修会「地域包括ケアシステム」 

☆西部地域福祉センター 

5/11(水) ○   

6/1(水) ○   

6/1(水)  Ｖ連協だより 59 号発行（850 部）  

6/22(水)  印旛地区Ｖ連協交流会（佐倉市Ｖ連担当） ☆ミレニアムセンター 

7/1(金)  バス研修開催 ☆（大網白里市ほか） 

7/6(水) ○   

8/3(水) ○   

9/7(水) ○   

9/10(土)  第２回運営委員会 

２部：（ボランティアフォローアップ講座） 

ボランティア活動見本市 

☆西部地域福祉センター 

10/3(月) ○ 赤い羽根共同募金参加 市役所庁舎内各所 

10/9(日)  （ボランティアフォローアップ講座） 

個人ボランティアのつどい 

☆ミレニアムセンター 

10/25(火) 

～30(日) 

 第８回障害者作品展 運営協力 佐倉市立美術館 

11/2(水) ○   

11/27(日)  ボランティア・市民活動フェスタ 2016 in 佐倉 

運営協力・参加（体験コーナー） 

ｻﾎﾟｾﾝ･ﾎﾞﾗｾﾝ共同事業 

中央公民館ほか 

12/7(水) ○   

12/7(水)  Ｖ連協だより 60 号発行（750 部）  

12/14(水)  第３回運営委員会 

２部：熊本災害支援 現地からの報告 

☆社会福祉センター 

1/11(水) ○   

2/8(水) ○   

2/8(水)  広報紙「はらっぱ」43 号発行（6,500 部）  

2/11(土)  第 35 回ボランティアのつどい開催 ☆和田ふるさと館 

3/1(水) ○   

3/1(水)  Ｖ連協だより 61 号発行（800 部）  

3/7(火)  印旛地区Ｖ連協交流会（栄町Ｖ連協担当） （栄町） 

3/12(日) 〇 臨時役員会（次期役員体制・次年度計画検討）  


