
 

 

 
 

～夏のボランティア体験月間 企画プログラムのご案内～ 
 

和歌山グループ声  

体験プログラム名：体験しよう！朗読ボランティア 

 声に出して本を読む基本が学べる講座です。私たち朗読ボランティアが日頃行っている朗読

と録音を体験していただきます。聞いて分かりやすい朗読を指導します。お子さんに読んで聞

かせたい方やボランティアに興味のある方には、入門編となります。この機会に体験していた

だき、朗読の楽しさや日本語の美しさを感じてください。 

８月２２日（木）１３：００～１６：００ 

和歌山ビッグ愛 ５階録音室、6階研修室 

高校生以上 参加費：無料 募集定員：２０名  

持ち物：筆記用具 

  申し込み・お問い合わせ 

  和歌山グループ声 ０７３－４３１－３８３４ 

  担当：成川 

 

ラフターヨガ・わかやま  

体験プログラム名：みんなで笑って元気！ラフターヨガ（笑いヨガ）体験会 

 子供から高齢者まで楽しめる笑いヨガで体を動かしながらグループで笑う健康体操をしま

す。全国の介護施設や地域サロンで活用されています。童心に帰って楽しみましょう！！ 

  8月２５日（日）１４：００～１５：３０ 

  海南スポーツセンター（体育室 大） 参加費：無料 

  募集定員：４０名 持ち物：飲み物、タオル、上履き 

  服装：動きやすい服装 

    申し込み・お問い合わせ 

    ラフターヨガ・わかやま ０９０－７８７４－７９１７ 

    担当：山西 

 

社会福祉法人 つわぶき会  

体験プログラム名：ふれあいの郷 夏の夕べ（夏祭り）  

 各種模擬店のお手伝い（販売や接客等 ＊元気！笑顔！でお願いします）  

焼き鳥やフランクフルト、かき氷、コロッケその他多数 

（保護者の方と一緒に行います） 

  ８月４日（日）１６：００～２１：００                  

  綜成苑、綜愛苑 多目的広場 参加費：無料 

  参加対象者：高校生以上 

  持ち物：汚れても良い動きやすい服装、エプロン、三角巾、タオル 

    申し込み・お問い合わせ 

    社会福祉法人 つわぶき会 綜成苑、綜愛苑 ０７３－４３１－７０００ 

担当：川端、山本 
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今回、奈良を中心にドラムサークルファシリテーターとして活躍されている

Tetsuyaさんをお招きし、イベントを開催します。Tetsuyaさんは地域のコミュ

ニティー、イベント、小学校、障害者施設で心を癒し、生きる勇気を取り戻し、

人とつながることをコンセプトにリズムのパワーを伝え続けています。 

ぜひ、この機会にドラムサークルを楽しんでみませんか？ 

 

 

 

 

 
 

 

   
【お問い合わせ・お申し込み】 

      ０７３－４６１－０９５６ 

      M  ｍail:@heart-music.net 

    クロスハーツ 大中 和美 

 
 

 
 

 

 

 

一緒に作業をする中でいろんな人と協力し合い、話ができることが

とても楽しい時間になっています。（20代 男性） 

 

文責 若者サポートステーション With Youわかやま 山下慶子 
 

 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用 

させていただきます。 

小岩 俊一 様、和歌山市社会福祉協議会 様、福祉レクリエーション友の会 様、 

紀美野町社会福祉協議会 様               （5/24～6/23 受付分） 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

本誌は、月末に若者サポートステーション WithYouわかやまの方々に協力いただ

き発送作業を行っております。発送作業の他、使用済み切手の整理などもお手伝

いしていただいています。いつも丁寧な作業をありがとうございます！！。 

 

～いろんなたいこ（打楽器）

に触れたり、音を身体で感じ

てみませんか？～ 

 

9月 8日（日）１０：３０～１２：００ 

ふれ愛センター4階大会議室（和歌山市木広町 5丁目１－９） 

対象：障がい児（者）とご家族（介助者）３０名様 

参加無料 ＊要申込み 
 

 

 

クロスハーツは、年に６～７回、ふれ愛センタ

ーにて『ドラムサークル』という手法を用いて無料で

音楽療法を行っています。この活動をお手伝いし

ていただけるボランティアさんを現在募集中。障害

児（者）と関わったことのあるパソコンの得意な

方を必要としています。 

 



 

 

 

 
 

夏のボランティア体験月間 ボランティアで、いい出会いを！ 
実施期間 令和元年７月１日（月）～８月３１日（土） 

 

夏のボランティア体験月間事業は、休暇を取りやすい７月から８月の夏の期間を利用して、多くの方々に

ボランティア活動に参加していただく取り組みです。新たなボランティアの参加層の拡大とさまざまなボラ

ンティア活動が和歌山県内各地域で展開されることを目的に実施します。 

 

参加者募集！  

「人の役に立つことをしたい」「自分の力を活かせる場所

がほしい」「日頃は学校や仕事で時間がとれない」「ボラン

ティアに興味はあるけれど、始めるきっかけがつかめない。

後押しがほしい」…という方々のために、和歌山県内の社

会福祉施設やボランティアグループ、NPO 団体などの協力

により、ボランティア活動をより気軽に、より身近に体験

できるプログラムが用意されています。 

ボランティア初心者も経験者も大歓迎！みなさんの参加

をお待ちしています。 
 

ボランティア参加方法 ～ボランティア活動を見つけよう～ 
① 参加できる体験プログラムを選びましょう。 

▶和歌山県社会福祉協議会ホームページにて随時掲載される各施設、団体のボランティア体験プログラムを

参照ください。 

「和歌山県福祉活動ガイド」で検索！→ http://www.shakyo.com/ 

県内のボランティア活動をまとめてご紹介します。日時・地域などで検索することができます。 

②参加したい体験プログラムが決まったら、プログラムの実施団体に直接連絡し、各自で申し込みます。 

▶参加にあたっての留意事項を確認しましょう。 

「ボランティア体験プログラム」も募集中！  
社会福祉施設やボランティアグループ、NPO団体のみなさまへ 

ボランティアを受け入れ、交流することにより、施設や団体の活動を知ってもらい、新たなメンバーや応

援してくれる人に出会うきっかけにもつながります。 

【計画書・受入票】に体験プログラムを記入のうえ、開催日の１週間前までに和歌山県社会福祉協議会あ

てに届くよう、提出をお願いします。 

詳しくは、ホームページ「ふくしネットわかやま」 

 http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/ をご確認ください。 

お問合せ先  ＜年間を通じて、ボランティア活動情報を募集しています！＞ 

和歌山県社会福祉協議会・県ボランティアセンター 

〒640－8545 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 

ＴＥＬ：073－435-5220  ＦＡＸ：073－435-5221 

 
＊＊＊＊＊各種イベント等紹介＊＊＊＊＊ 
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①発達障害に関する講演会 
講 師：神尾陽子氏（医学博士） 

主 催：和歌山県発達障害者支援センター ポラリス 

日 時：7 月 13 日（土）午後 1 時～午後 4 時 30 分 

場 所：県ＪＡビル２階 和ホール(和歌山市美園町) 

定  員：400 人（先着順） 

入場料：500 円（資料代） 

お問合せ先：ＦＡＸ、Ｅメール、インターネットで。所

定の申込書（申込先、ウェブサイトで配布）で県発達障

害者支援センターポラリス 

電 話：073-413-3200  ＦＡＸ：073-413-3020 

Ｅメール：polaris@jtw.zaq.ne.jp 

 ※一時保育・手話通訳は要予約 

②わかやま楽落会 サマー遊 ing2019 寄席 
こども落語やわかやま楽落会による落語などの寄席芸が

ライブで演じられます。 

日 時：７月 27 日（土）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30

分 

対  象：落語や三味線、音楽などに関心がある人 

場 所：和歌山県立図書館 2階メディアアートホール（和

歌山市西高松） 

参加費：無料 先着 100 人 

お問合せ先：わかやま楽落会事務局 

電 話：090-2100-8263   

Email：nope930@gmail.com 

    

③盲ろう者向け通訳・介助者養成研修会 

日 時：7 月 6 日～12 月 21 日の土曜日 

場 所：ふれ愛センター（和歌山市木広町） 

対  象：和歌山市内に在住・在勤の 18 歳以上の方で、 

研修会後に通訳・介助者として活動できる方 

定  員：20 人（抽選） 

お問合せ先：〒640-8331 和歌山市美園町 5-5-1 和

歌山盲ろう者友の会事務局 

電話番号・ＦＡＸともに 073-498-7756 

 

 

いろいろな人と話せてよかった。今後も機会があれば参加したい。（20代 男性） 

社会の役に立てた気がします。時間もちょうどよく楽しくできました。（30代 男性） 

 

文責 若者サポートステーション With Youわかやま 山下慶子 
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収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用 

させていただきます。 

橋本市社会福祉協議会 様、福祉レクリエーション友の会  様（5/14～5/23） 
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そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

本誌は、月末に若者サポートステーション WithYouわかやまの方々に協力いただ

き発送作業を行っております。発送作業の他、使用済み切手の整理などのお手伝

いもしていただいています。 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、 

和歌山県ボランティアセンターまで。 

TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティ

アグループの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベント

等の開催案内などを募集しています。 

本会あて FAX または、メールにて送信ください。 
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『201９夏のボランティア体験月間』 

夏休みを中心とした一定期間（７月１日～８月３１日）、世代を問わず多くの人に

ボランティア活動を体験してもらおうと、毎年実施している取り組みです。 

 県内各地の福祉施設、ボランティアグルー プ、NPO 団体などの協力により、ボランティ 

ア活動を気軽に、身近に体験できる プログラムが用意されます。 

現在、体験プログラムを募集中 

「夏のボランティア体験月間」の実施にあたり、施設・企業・各関係団体様からボ

ランティア体験プログラムの企画を募集しています。どしどしお寄せください！ 

プログラムの企画参考例 

高齢者・障がい者・子ども・青少年を対象とした企画→寝たきりや一人暮らしの方への食事サービス／
見守り・訪問活動／地域の人たちとの交流の場づくり／社会参加支援（移動、送迎、車椅子の補助等）／三
世代交流レクリエーション活動／スポーツ教室や交流キャンプ／手作り工作／夏祭りや地域行事のお手伝い 

介護体験の企画→福祉施設等における介護・介助体験／ホームヘルプ体験／配食サービス／送迎サー
ビス／傾聴活動／お便り活動 

災害への備え〔安心・安全なまちづくり〕→防犯活動／交通安全教室／防災訓練や防災学習への参
加・お手伝い／家屋の片付け等困りごとへの対応 

お問い合わせ先 お近くの社会福祉協議会、 

県ボランティアセンター TEL：073-435-5220 

 

「男の家事が社会を救う！ ～笑って考えるジ

ェンダー論～」 

【講師】瀬地山 角さん（東京大学大学院教授） 

【日時】6 月 27 日（木） １９：００～２０：４０ 

【場所】和歌山ビッグ愛 1 階大ホール（和歌山市手平

2 丁目１－２） 

【参加無料】 

 

【定員】150 名（要申込・先着順 ★お子さん、赤ちゃ

んと一緒でもご参加いただけます） 

【一時保育あり】1 歳から小学２年、先着順・定員あり 

ご希望の方は６月 16 日までに予約を 

【申込・お問い合わせ先】県男女共同参画センター“り

ぃぶる” 電話０７３－４３５－５２４５ 

メール：libre@sirius.ocn.ne.jp 

 

男女共同参画週間 特別公開セミナー 

 

mailto:libre@sirius.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 発送ボランティアの感想 】 

いろいろな人と話せてよかった。今後も機会があれば参加したい。（20 代 男性） 

社会の役に立てた気がします。時間もちょうどよく楽しくできました。 （30 代 男性） 

文責 若者サポートステーション With You わかやま 山下慶子 

 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協議会を通じて社会福祉のために活用

させていただきます。 

明愛グループ 様、白浜町社協 様、和歌山県庁（福祉保健総務課） 様、那賀振興局 様、点訳ｸﾞﾙｰﾌﾟ「みちしる

べ」 様、つくつくほうしの会 様、紀の川市社協 様、海南市社協 様、いけばなの会 様、和歌山市社協 様 

（4/１２～5/１３受付分） 

ボランティア活動につい

てのお問い合わせは、和

歌山県ボランティアセン

ターまで。

TEL073-435-5220 

事務局では情報紙｢そよ

かぜ｣への掲載記事として、

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟの活動紹介

やイベント情報等を募集し

ています。 

 

新規会員募集 
 社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟（渋田年男会長）は、身体に 

障害のある方々で構成しています。障害のある方の自立と社会参加 

を支援するために、各種研修会や IT講習会、視覚障害者のための 

訓練などさまざまな活動をしています。 

   また、点字図書館と聴覚障害者情報センターの運営を県から委託さ 

れていますので、視覚・聴覚に障害のある方はご利用ください。 

  県内各市町村に団体があり、新規会員を募集しています。身体障害者手帳をお持ちの方は是非ご

加入ください。問い合わせ：社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟事務局 

電話 073-423-2665  
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和歌山県ボランティア連絡協議会 

入会のご案内 
 

和歌山県ボランティア連絡協議会は、県内のボランティア及びボランティア活動に関心のある方々に対し

て、情報発信や活動交流などボランティア活動の普及拡大に関する事業を行い、社会福祉に寄与すること

を目的としています。 

 

主な活動：①和歌山県ボランティアフォーラム開催 

     ②和歌山県ボランティアサロンの利用 

③情報提供 

 

会員対象者：趣旨に賛同いただき、本協議会の活動・運営に参画していただける方 

 

会費：和歌山市ボランティア連絡協議会 20,000 円 

   市ボランティア連絡協議会 10,000 円 

   町村ボランティア連絡協議会 5,000 円 

   その他ボランティアグループ・個人 2,000 円 

   ※その他ボランティアグループ・個人で入会される方は、県ボランティアサロンにおいて 

１年度内に６回以上活動すれば、会費が免除されます。 

 

入会方法：所定の「入会申込書」に必要事項をご記入いただき、会則・予算書等添付のうえ、会費をご納 

入ください。年会費は当該年度分として受付いたします。 

 

問合せ先：和歌山県ボランティア連絡協議会 事務局（県社会福祉協議会）073－435－5220 
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① 第１２回 旧中筋家寄席 
【演目】こばなし こう亭ペンギン 3 号 

    平林 こう亭ペンギン 

    音楽漫談 キラキラ亭夢子 

    三味線＆相撲甚句 シャミーえな 

    悋気の独楽 田楽亭なす 

    鶴 美鬱亭八苦 

【日時】5 月 18 日（土）13：30～15：00 

【会場】旧中筋家住宅（和歌山市禰宜） 

【入場料】100 円 

【お問い合わせ先】わかやま楽落会 電話 090-2100-8263 

 メール：nope930@gmail.com 

 

平成 31 年度

（2019 年度） 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

助成金情報 
公益財団法人 太陽生命厚生財団 

【内容】ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動を行うために 

必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成します。 

【助成金額】1 件 10 万円～50 万円  合計 2,000 万円 

【応募締切】2019 年 6 月末日 郵送による必着 

【応募申込書・応募要項】ホームページ http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/ からダウンロードしてください。 

【お問い合わせ先】公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局 電話 03-6674-1217 

 

 

 

 

 

 
収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、和歌山県ボランティアセンターまで。 
TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベ

ント等の開催案内などを募集しています。本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

本誌は毎月、若者サポートステーションWithYouわかやまの方々と一緒に発送作業をおこなっています。 

参加する前は少し不安だったが、始まってみると夢中になって作業ができあまり緊張せず取り組めまし

た。（20代 女性） 

何回か参加する中で少しずつほかの参加者と話すことができるようになってきました。（20代 男性） 

                      文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉

協議会を通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

 

県長寿社会課様、県河川課様、和歌山県中途失聴難聴者協会様、学校法人

松江幼稚園様、点字の広場様、きのくに信用金庫様、県福祉保健総務課様、

日向ひょっとこ踊り紀州しょ～ら連様 

そよかぜ発送作業ボランティアの感想です。 

 

 

② 視覚障害者総合福祉機器展アイフェスタ 2019in 和歌山 

【内容】福祉機器の展示、医療相談会（正午まで）、盲導犬体験歩行コーナー、お茶席（無料）、 

マッサージコーナー（無料） 

【日時】7 月 14 日（日）12:00～15:30 

【場所】和歌山市ふれ愛センター3 階研修室 1・2、会議室 1、教養文化室 

【参加費】入場料無料 

【主催】和歌山県網膜色素変性症協会(JRPS 和歌山）電話 070-5046-1399 

      メール:rpw03@skyblue.ocn.ne.jp 

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/
mailto:waken-vc@shakyo.com
TEL:070-5046-1399


 

そよかぜ  

 

 
 

みずほ教育福祉財団 

第 36 回『老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業』（2019 年度） 
 

【趣旨】高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび地域共生社会の実現につながる活

動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する用具・機器類

の取得資金を助成します。助成対象団体、詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。 

【助成金額】1 グループにつき 10 万円を上限に、115 グループを予定。 

【提出期限】2019 年 5 月 24 日（金）※ただし、社会福祉協議会の推薦が必要となるため、お近くの社

会福祉協議会へは、5 月上旬に提出願います。 

【問合せ先・ホームページ】みずほ教育福祉財団 福祉事業部 TEL03-3596-4532 

 ホームページ  http://www.mizuho-ewf.or.jp 
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②おしゃべりカフェよりあいで要約筆記付きこども落語 
【内容】わかやま楽落会のこども落語メンバーが落語を行います。 

【日時】4 月 20 日（土）14:00～16:00 

【会場】和歌山市 NPO ボランティアサロン会議室 C（フォルテワジマ 6 階） 

【企画】わかやま楽落会・全国要約筆記問題研究会和歌山支部 

【その他】参加費無料、申し込み不要、先着 50 人 

【お問い合わせ先】わかやま楽落会 090-2100-8263 

         ホームページ http://rakurakukai.ikora.tv/ 

①第 9回 ワールドラフターディ 笑いヨガまつり 
【内容】笑いたい人～大集合 ホッホハハハ みんなで一緒に楽しく笑いましょう 

～ハッピー体操・レクリエーションゲーム・ラフターヨガエクササイズ～ 

【日時】5 月 6 日（月・祝）10:00～12:00（受付：9:30） 

【会場】中央コミュニティセンター３階（和歌山市三沢町 1 丁目 2） 

【参加費】無料 

【持ち物】タオル・飲み物 

【お問い合わせ先】ラフターヨガ・わかやま 味村 080-6172-8281 

北原 090-8753-2949 

 フェイスブック https://www.facebook.com/EGAO123 

 ブログ http://ameblo.jp/laughteryoga-wakayama/  

http://www.mizuho-ewf.or.jp/
http://rakurakukai.ikora.tv/
https://www.facebook.com/EGAO123
http://ameblo.jp/laughteryoga-wakayama/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

収集ボランティアのご協力ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動についてのお問い合わせは、和歌山県ボランティアセンターまで。 
TEL073-435-5220 FAX073-435-5221 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ waken-vc@shakyo.com 

 
事務局では情報誌｢そよかぜ｣への掲載記事として、ボランティアグループの活動紹介、お知らせ、ボランティア募集、イベ

ント等の開催案内などを募集しています。本会あて FAXまたは、メールにて送信ください。 

③特別養護老人ホームほうらい苑～ボランティア募集～ 
【内容】日常業務サポート、イベント・レクリエーションサポート、地域清掃、

特別講座等ほうらい苑では、団体や個人のボランティアを積極的に受け入れてい

ます。 

【お問い合わせ先】特別養護老人ホーム 生活相談員 山崎 

TEL：073-448-3333 

         ホームページ http://www.horai-en.com/volunteer.html 
 

いろいろな人と話ができて参加してよかった。作業も楽しかった。（20代 女性） 

良い経験になったと思う。また参加してみたいと思った。（20代 男性） 

  文責 若者サポートステーションWithYouわかやま 山下 

そよかぜ発送 

ボランティアの感想 

ご寄付いただいた使用済みの切手・カードは換金し、県社会福祉協

議会を通じて社会福祉のために活用させていただきます。 

 

退職者共助会 様、小岩俊一 様、紀美野町社会福祉協議会 様、紀の川市社会

福祉協議会 様、海南市社会福祉協議会 様、那智勝浦町社会福祉協議会 様  

④第 32回全国健康福祉祭和歌山大会 

～ねんりんピック紀の国わかやま２０１９～ボランティア募集 
【日時】2019 年 11 月 9 日（土）～12 日（火） 

【活動場所】紀三井寺公園陸上競技場、和歌山県民文化会館周辺、和歌山ビッグホエール、選手団乗降主要駅・

空港など 

【募集人数】1,800 人 

【応募先・お問合せ先】ねんりんピック紀の国わかやま 2019 実行委員会 事務局 ボランティア募集担当 

           住所：和歌山市小松原通１－１（和歌山県福祉保健部ねんりんピック推進課内） 

           TEL：０７３－４４１－２５７０ 

           ホームページ：http://nenrin-wakayama2019.jp/ 

mailto:waken-vc@shakyo.com
http://www.horai-en.com/volunteer.html

