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特技を活 か し て

問い合せ
泉南市ボランティアセンター
TEL 483−0294
泉南市社会福祉協議会
TEL 482−1027

ボランティア活動

ボランティア
募集中

点字の研修と点訳

☆駅前清掃「さわやか」

樽井・和泉砂川・新家の各駅周辺の清掃と花植えなど

☆泉南おもちゃの病院

あいぴあ泉南で、壊れたおもちゃの修理

☆訪問「そよ風」

各高齢者施設での歌体操・紙芝居など

☆保育「ダンボの会」

子ども総合支援センターで、保護者研修会時の
各高齢者施設での演奏

☆手話サークル「虹」

手話の学習
「特養なでしこりんくう」利用者の外出介助

☆ミニデイサービス「ぽぷり」

あいぴあサロンの運営

☆音訳「あいうえお」

社協せんなん・ボランティアセンターだよりを

※詳しくは、あいぴあ泉南・公民館・
図書館・市役所などのチラシ・
ボランティア通信をご覧ください。

泉南市社会福祉協議会の車で、病院送迎など

☆給食配送ボランティア

一人暮らし高齢者の弁当を民生委員宅へ届ける

☆作業所「ふれんど」

泉南フレンドでの調理実習のお手伝い

☆小物作り「ソーイング」

かわいい小物を作り、ボランティア活動に役立てる

☆あいぴあ園芸「さくら草」

あいぴあ泉南前の花壇の手入れ

☆施設での演芸ボランティア

特技を活かしたレクリエーションのボランティア

☆ボランティアセンター当番（アドバイザー） ボランティアに関する相談など
☆傾聴ボランティア「あゆみ」

高齢者施設で、傾聴のボランティア

☆施設の喫茶コーナーのお手伝い

喫茶コーナーや行事のお手伝い

☆ハイキング・エクササイズウォーキング

泉南市社会福祉協議会主催の健康増進事業

問い合せ 泉南市ボランティアセンター 平日 10 時〜 16 時 TEL 483−0294



テープに録音
☆運転ボランティア

お料理教室開催！

日 時 2 月 21 日（水）10 時〜
場 所 保健センター 2 階 栄養指導室
受 付 2 月 5 日（月）〜
どなたでも
申込み・問い合せ
参加できます！
泉南市ボランティアセンター
平日 10 時〜 16 時
TEL 483-0294 FAX 483-0353
泉南市社会福祉協議会
平日 9 時〜 10 時・16 時〜 17 時 30 分
TEL 482-1027 FAX 482-1618

☆紙芝居ボランティアグループ「拍子木」 図書館での上演と大型紙芝居などの制作
☆外出介助「ふれあい」

３０

みんなで楽しくお料理しませんか？

きょうだい保育
☆大正琴「なごみ」

１３

ボランティア
サロン

泉南市ボランティアセンターに登録しているボランティアを紹介します
☆点訳サークル「風」

うに数字が大きくなるほど高
い音が出ます︒大正琴には︑
ソプラノ・アルト・テナー・
ベースの４種類があります︒
Ｑ初心者でもできますか？
Ａ 個人レッスンで初歩から︑
ていねいに教えます︒大正琴
の貸し出しもします︒
Ｑ練習日時と場所は？
Ａ毎月第１・３木曜日
時 分〜２時間程度

場

4月15日（日）
13時〜（12時30分開場）
あいぴあ泉南 １階
大会議室
無料
不要
琴伝流大正琴「なごみ」
奥 トミ子(483−5417）

あいぴあ泉南３階ヘルパー室

時

１３

Ｑどんな曲の演奏を？
Ａ 演歌・民謡・童謡・ポピュ
ラー・クラシック・邦楽など

日

支えられたり
支えたり

１０

年齢・性別を問わず︑だれ
でも簡単に弾くことができ︑
知らない歌でも弾いて覚えら
れます︒一度︑見学にお越し
ください︒

大正琴アンサンブル演奏・ハーモニカと
オカリナの演奏・よさこい踊り

89号
ボランティア連絡協議会 グループ紹介

なごみ
フェスタ

催

如月

大正琴﹁な ご み﹂

コンサート開

きさらぎ

大正琴﹁なごみ﹂が︑ボラン
ティアを始めて 年になりま
す︒現在９名で活動し︑今で
は泉南市内 カ所の高齢者施
設を訪問し喜ばれています︒
また︑地域のイベントなど
にも積極的に参加し︑交流を
深めています︒
小学校の行事に参加し︑体
験コーナーを通して子供たち
に大正琴のすばらしさを伝え
たり︑昨年は埋蔵文化財セン
ターで行われた﹁はすフェス
タ﹂に初めて参加し︑演奏と
体験を楽しんでいただきまし
た︒これからも地域社会に少
しでも貢献できるよう頑張っ
ていきたいと思っています︒

大

正琴

Ｑ大正琴ってどんな楽器？
Ａ 大正琴は大正元年に和楽器
の二弦琴とタイプライターを
ヒントに︑だれでも演奏でき
る楽器として発明された﹁日
本生まれの西洋楽器﹂ともい
われています︒
左手で音階ボタン︵数字の
１〜７︶を押さえながら右手
のピックで弦を弾いて音を出
します︒﹁ド﹂の音は﹁１﹂
を︑﹁レ﹂は﹁２﹂というふ

第2回

泉南市ボランティアセンター 泉南市ボランティア連絡協議会
泉南市樽井一丁目8番47号 TEL 072（483）0294 FAX 072（483）0353
泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）3階 sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp

2018. 2

編 集 の 窓

昨年夏に泊まった旅館で︑
お土産に花の種をもらった︒
十月になり種蒔きをするこ
とにした︒袋の中には︑砂粒
より細かいひなげしの種がた
くさん入っている︒あまり期
待せずパラパラと蒔いて何日
かして見ると︑もう小さな小
さな芽が数本出ていた︒
ひなげしは︑﹁ポピー﹂
﹁虞美人草﹂﹁コクリコ﹂な
どとも呼ばれるそうだ︒
与謝野晶子の短歌に﹁ああ
さ つき
フランス
皐月 仏蘭西の野は火の色す
コクリコ
君も雛罌粟われも雛罌粟﹂が
ある︒春の野原に真っ赤なひ
なげしが咲き乱れている様子
が目に浮かぶ︒フランスまで
夫に会いに来た晶子の喜びが
あふれている歌だ︒
春になり︑我が家のささや
かな植木鉢にも可憐な花の姿
が見られるといいのだが …
︒
笠松美智子



ボランティア活動報告 201711 年月〜12 月
11 月 6 日（月） 手話サークル「虹」が、大阪ガス科学館へ社会見
学に行きました
11 月 7 日（火） ハイキングボランティアが、大阪場公園〜天王
寺へハイキングに行きました
11 月 9 日（木） 大正琴「なごみ」が、新家東和苑でのふれあいサ
ロンで大正琴を演奏
駅前清掃「さわやか」が、
「アドプトリバーせんな
ん樫井川」の清掃活動に参加
11 月 25 日（土） 駅前清掃「さわやか」が、泉南市ＡＢＣ委員会か
ら配布された花の苗を泉南市内の各駅前に順次
植えかえました
12 月 3 日（日） 手話サークル「虹」が、三団体クリスマス会に参加
12 月 10 日（日） 泉南市ボランティア連絡協議会の代表者が、福
祉バザーを手伝いました
12 月 15 日（金） 紙芝居ボランティアグループ「拍子木」が、市民
交流事業「とまりぎ」で紙芝居を上演
12 月 19 日（火） ボランティアサロン実行委員会が、お花による
癒しのサロンを開催
「デイ
12 月 23 日（土） 紙芝居ボランティアグループ「拍子木」が、
センターせんなん親の会」に参加

泉南市ボランティアセンターは、ボランティア活動の拠点です。気軽にお問い合わせください。TEL 483-0294
（平日 10 時〜16 時）

