常総ボランティア連絡協議会
■ 15 周年記念発表会を８月１日の午後、常総市立図

第 16 号

書館で行いました。どれくらいのお客様に来ていただ
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けるかと期待と不安が入り交じる中、受付を始めまし
た。すると、お母さんに手を引かれた小さく可愛いお
客様達が次々と集まってくれました。中には、花束を
持参して下さった方もいて、感激もひとしおでした。
今回の出し物は、今まで作り溜めておいた作品と
初めて取り組んだブラックシアターの２部構成で行

かわいく きれいにできました

いました。ブラックシアターは、部屋を真っ暗にし
て行わなければならず、なかなか思い通りにいきま

「ほおづきアレンジメント＆ペーパーフラワー作り」

せん。しかし、
「きれいで感激しました」と感想をい
ただきメンバー全員ほっとしました。
15 年間も続けることができたのは、お客様の笑顔

9 月 27 日（土）、快晴の涼しい朝、1 ヶ月前から

のおかげです。これからも頑張ります。
（ハミング一同）

水に浸しておいた真っ赤なほおづき。そろそろ繊維
だけになったかな？とおそるおそるフタを開けると
■常総市でも長い歴史を持つ手話サークルとして、

中の赤い実だけが残り、成功したかな？

手話の普及・啓発とともに地域に根付いた活動（小

ちょっと匂いがきつかったけど、28 人が 3 グルー
プに分かれての作業、水洗いの後、漂白剤に 2 時

学校等での福祉体験学習・講習会・社協各種行事）

間漬け込む。その間にペーパーフラワー作り、あじ

などを行っております。
現在、会員 15 名、
「楽しみながら一緒に手話を学

さいの会の方々に指導してもらい、カーネーション
さあ！

んでいこう」というコンセプトのもと、毎月、第２・

仕上げ、ほおづきを再度水洗いすると、白い繊維が

第４木曜日に社協本所ボランティア室にて、手話で

（赤、ピンク）2 本を楽しく作りました。

▲ みごとに繊維だけになった

くっきり！おもわず「わぁーきれい！」。
1 人 3 本ずつ頂いて充実したひとときを過ごすこ

ほおづきを持って記念写真

▲ 心が優しくなるポピーやコス

モスなどのペーパーフラワー

日常会話や歌などを勉強しております。
これからも、様々な形での地域貢献が出来たらと
考えておりますので、日頃「手話にふれてみたい」

とが出来て満足 !!

と思われている方は、ぜひ一度、見学にいらして下

家に帰ってから、茎にアルミの針金を入れて、自
由自在に曲げたり、壁面にアートインテリアしたり
と工夫して飾りました。（ボナペティ

水海道手の会

さい。
（手の会

岩崎聖子）

坂入早苗）

◇◇コンニャク作り研修会のお知らせ◇◇

平成 20 年度第 2 回運営委員会の開催のお知らせ
◆日

時

11 月 26 日（水）午後 1 時〜

◆会

場

社協本所 会議室（水海道天満町）

※ 運営委員の方には、別途通知させていただきます。

◆日
◆会
▲ ペーパーフラワーも

きれいにできました

常総社協ホームページからも「たんぽぽ』をご覧いただけます！
今号から常総市社協ホームページ内でたんぽぽを掲載予定です。こちらからはカラーでご覧いただけます。
常総市社会福祉協議会 TOP ページアドレス

http://www.joso-shakyo.jp/

▲ 岡田小学校で行った福祉体験学習

◆内
◆募

時

12 月 3 日（水）午前 9 時〜午後 1 時

場

石下総合福祉センター調理室（新石下）

容

コンニャク作りとコンニャクを使った

集

◆ 参加費
◆締

切

◆ 持ち物

【 申込・問い合わせ先 】

調理で親睦交流します

常総市社会福祉協議会

会員 25 名

TEL ３０−８７８９

500 円
11 月 26 日（水）
ゴム手袋、エプロン、三角巾、金タワシ、
タッパー（23cm × 20cm くらいのもの）

担当：深谷

FAX ３０−８７９０

※申込多数の場合は、抽選となります。
※申込をされた方には、後日通知を差し上
げます。

カラオケグランプリ☆ 2008

みんな自慢のノドを披露！
プリズム＆遊夢＆きぬ

毎年、恒例になりました「カラオケグランプリ☆ 2008」が、

10 月 12 日（日）常総市生涯学習センターの多目的ホールにて開催されました。
今回、自慢のノドを披露していただいたのは、全部で 18 名の方々です。みなさん、障害を持っ

映画「ふるさとをください」上映会のお知らせ !
この映画は、新しくできた障害者の作業所が、地元の反対運動や家族内の対立などを乗り越え、地域
に受け入れられていくという実際に合った話を、ジェームス三木の脚本で分かりやすく描いた作品です。
障害がある人もない人も地域で助け合いながら生活していく、という当たり前のようなことが実際
はまだまだ遠い話で、映画のようなことが身近なところでおきていることを、この映画をとおしてた
くさんの人たちと一緒に考えて欲しいと思っています。
◆ 日時

ていますが、力いっぱい、懸命の歌に会場は熱気に

平成２０年１１月２９日（土）
①１４：００〜

包まれました。そして『みんなで歌おう♪』のコー
ナーでは「崖の上のポニョ」を来場した子どもたち
と楽しく合唱し、みなさんの笑顔を誘っていました。

◆ 会場

常総市民会館大ホール

◆ 料金

一般１０００円
プレイガイド

参加者からの「楽しい場を作ってもらって、本当

◆ その他

によかった。また、
ぜひ参加したいです。
」の言葉に、

②１８：３０〜
小・中・高８００円（当日２００円増）
常総市民会館、明文堂、他

当日保育あり（要予約、おやつ代負担あり）

◆ 問い合わせ先（保育予約） 倉持

合計 17 人のスタッフ（プリズム＆遊夢＆サークル
きぬ）は元気のエネルギーを注入していただき、ホ
カホカ気分になったひとときでした。

ＴＥＬ２７−４２８８

要約筆記ボランティア養成講座 参加者募集！

▲熱唱！今年も大いに盛り上りました

○要約筆記とは「聞こえの不自由な方に話の内容を書いて伝えるボランティア活動です」

常総ボランティア連絡協議会一覧（2）
サークル名（設立）
パネルシアターハミング
（H5.3.23)
陽だまり
（H12.3.18)

障がい者の自立をめざす会
（H13.7.22）
おはなし会・あすなろ
（H13.10.1）
あじさいの会
（H16.6.7）
きぬ
（H10.8.20）
石下ぼらんてぃあの会
（H2.8.27）
いきいきヘルス会
（H19.4.1）
まちの研ぎやさん
（H18.4.1）

常総石下母親クラブ
（H17.10.31）
てんてん
（H19.9.1）
まんまる玉

（H20.2.19）

前回の続きです。後半のサークル 12 団体を
紹介します。
（お問い合わせは社協まで）

主な活動内容

◆日

時

11 月 12 日〜 12 月 10 日までの毎週水曜日（全 5 回）
午後 7 時〜午後 9 時

◆会

場

中三坂公民館 ホール（三坂町 684-1）

申込・問い合わせ先

施設や病院などでのパネルシアター活動

◆ 対象者

要約筆記ボランティアに興味関心がある方

常総市社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者・昼間ひとり暮らし高齢者
福祉給食サービス（内守谷・坂手地区）

◆ 受講料

無料

TEL 30-8789 FAX 30-8790

障害者の地域生活をサポート
本の読み聞かせ活動
福祉給食サービス参加者へのプレゼント作成

◆ 申込締切

11 月 7 日（金）まで

「ふれあい喫茶」ボランティア募集！〜けんちの苑〜
けんちの苑では、施設の利用者向けに開設している喫茶コーナーを手伝ってくれる

要約筆記の普及・啓発

ボランティアを募集しています。

14 の福祉グループに分かれ活動

◆日

時

毎月第 2・4 水曜日

◆場

所

けんちの苑（豊岡町丙 3264）

◆内

容

施設内での喫茶コーナーのお手伝い

シルバーリハビリ体操の地域での普及活動

担当：深谷

午後 1 時〜午後 3 時

申込・問い合わせ先
介護老人保健施設 けんちの苑

担当：長塚

TEL 24-5511

市内公共施設などでの包丁研ぎ活動
親子・地域・世代間交流が図れる場の提供
乳幼児を持つ親子の交流の場の提供
点訳文書の作成及び点字の啓発
ひとり暮らし高齢者・昼間ひとり暮らし高齢者
福祉給食サービス（玉地区）

編集委員から…

わたげのおしゃべり

11 月 13 日は「茨城県民の日」ですよね。
皆さんは知ってますか？ 「県民の日」というものが全国にある
わけではない、ということを…。私は新潟出身なのですが、新
潟には県民の日なんてありません。ですから茨城に来て驚きま
した。学校が休みになるなんて！？ この日は東京ディズニー
ランドが茨城弁だらけだとか……。 （倉持）

