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舞鶴市ボランティアセンター活動宣言

ボランティア活動とは「自発的な意志に基づき、他人や社会に貢献する
行為」です。

今日、ボランティアへの関心が高まり、その意識も慈善奉仕の心から、
自分たちの地域に役立ちたい、自分たちの地域コミュニティを守り育てた
いといった意識に変化しつつあります。

このような中、国は２１世紀の目指すべき社会は参加型福祉社会である
とし、いつでもどこでも誰でも気軽に楽しく参加できるボランティアの受け
皿づくりを進め、長期的には国民の半数がボランティア活動に参加するこ
とを目標にしています。

舞鶴市においては、昭和５０年に「社会奉仕活動センター」としてスター
トしました。
少子高齢化と人口減少、地域コミュニティの希薄化が進行する中にあっ
て、舞鶴市ボランティアセンターが４０周年を迎える今こそ、これまでの積
み重ねた経験を踏まえ、更なる発展と新たな社会貢献に向けて、ボランティ
アセンターのあり方を再考しなければなりません。

人口減少時代を生き抜き、住みやすい地域社会を実現するためには、
住民自身が持つ様 な々パワーを引き出すことが不可欠です。

舞鶴市ボランティアセンターは、今後ボランティアへの関心の高い皆さん
の意識や能力を創造的に発揮していただくための支援（エンパワーメント）
を進めてまいります。

皆さん、ともに地域社会のために、活動していきましょう！

以上、宣言します。

　平成２７年１０月１１日　

舞鶴市ボランティアセンター　

ボランティア活動宣言
　平成27年10月11日、「ボランティアフェアinまいづる」の開会式におい
て、ボランティアセンターの今後のあり方を方向付ける宣言を行いました。
参加した多くのボランティアの皆さんの了承を得て、「舞鶴市ボランティア
センター活動宣言」として採択されました。今後各方面に発信し、意識を高
め、今後の活動に結び付けていきます。
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｜ ごあいさつ ｜

舞鶴市ボランティアセンター
開設４０周年記念誌発刊に寄せて

発刊のことば

舞鶴市社会福祉協議会

　会　長

舞鶴市ボランティアセンター

　運営委員長

坂　根　　　章

田　中　國　雄

昭和５０年１０月に「社会奉仕活動センター」として設置しました舞鶴市ボランティアセンターが、この度、開設４０周年
を迎えました。設置者としまして一言ごあいさつを申し上げます。
振り返りますと、この４０年の間に地域ニーズは様々に変化をしており、特に近年では急速な少子高齢化の進展や、地域コミュ

ニティの希薄化などにより、家庭や地域で支えあう力が低下しています。地域社会においては様々な分野の課題が複雑に絡まり、
新たなニーズが発生するようになりました。ボランティアセンターは開設当時から地域福祉の重要な担い手として、地域の課
題解決に向けて自主的、自発的な活動を率先して行われており、これからも更なる活動を期待しているところです。
国は団塊の世代が７５歳以上となる2025年までに地域包括ケアシステムの導入を目指す中で、社会資源の重要な一端を担う

ボランティアの力をこれからの地域を支える力として期待を寄せています。また、いわゆる総合事業（介護予防・日常生活支
援総合事業）においては地域での自立や社会参加の手段としてボランティアを位置づけるなど、ボランティアへの期待は高ま
るばかりです。
ボランティアセンターが４０周年の節目として、今後のセンターのあり方を検討するために行った市民対象アンケートによ

りますと、回答者の８４％以上が「ボランティアをしたことがある」ないしは「してみたい」と回答されています。
市民皆さんがボランティアに大いに興味を持ち、意識の高い方が多くおられることを改めて実感したところです。このよう

な時代においては、私たちはそれぞれの地域で人々が本来持っている力を活用して新たな仕組みを考えることが必要です。こ
の温かい気持を大切にし、個々の持つ力を発揮できる場をつくり、後押しすることで、誰もが安心して暮らせる地域づくりに
繋げてまいる所存です。それが、「地域力、地域の自治力」だと思うのです。
結びにあたり、地域福祉への期待が益々高まる今日、この記念すべき４０周年を一つの節目とし、ボランティアセンターを

中心として互いの参加と連携、協働によって、引き続き着実に歩みを進められるよう、さらなる支援を進めてまいります。市
民の皆さまの格別なご理解とご支援をお願い申し上げ、発刊のごあいさつと致します。

昭和５０年に「舞鶴市ボランティアセンター」（当時は「社会奉仕活動センター」）が開設されて、本年で４０周年の節目と
なります。現在当センターの登録グループは９３団体、個人登録１１人、総勢1,118人が障がい者、高齢者、青少年、地域の各
分野で活動しています。これも偏に舞鶴市社会福祉協議会をはじめ、行政、自治連、民生児童委員、各福祉施設等関係諸団体
のご理解と、永きにわたる温かいご支援の賜物と深く感謝を申し上げます。
当センターの４０周年記念事業として、まず、「ボランティアフェアinまいづる」を開催し、ボランティアの輪を広げるため
の啓発活動を強化したところです。特に、その中の宣言文においては、「皆さんの意識や能力を創造的に発揮していただくため
の支援を進めていく」ことを参加者全員で確認し、次なる時代に向けてスタートが切れたと思っています。
またこのたび、４０周年を記念した記念誌「ボランティアまいづる」ＰＡＲＴ７を発刊することができました。４０年の歩
みをはじめ、それぞれの活動の紹介、最近の災害ボランティアの様子など、将来に語り継げるよう工夫をしたところです。
さらに、これからの舞鶴市ボランティアセンターのあり方についても、現在も運営委員を中心に有識者の意見も伺いながら
引き続き検討を続けています。
今日の少子高齢化の急速な進展の中、団塊の世代やポスト団塊の世代の方々が既に定年を迎えておられます。その方々には

是非、豊富な経験や知識を活かせるそれぞれに合ったボランティア活動を見出し、自らが暮らす地域づくりに関わっていただ
きたいと願っています。そして、様々な分野で市民活動を行う仲間がボランティアセンターに集い、地域の原動力になってい
きたいと思います。
「つなぐ、つなげるその絆で地域の未来を創ります」
これは新幹線の中でふと見かけたある企業のキャッチフレーズです。ボランティア活動とはまさに人とひととの温かいふれ
あいを基本に、身近な課題を克服し、地域社会の未来創りに貢献する活動です。
この４０周年を契機として、人とひとをつなぐボランティア活動や市民活動のさらなる広がり、活性化、関係機関との連携
強化を通じて、地域活動へ一人でも多くの市民の参加を切にお願いしたいと存じます。
終わりになりましたが、このたびの記念誌発刊にあたりまして、ご協力賜りました関係の皆々様に厚くお礼を申し上げ、発
刊のことばといたします。
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記念誌発刊に寄せて

舞鶴市長 多々見　良三

舞鶴市ボランティアセンターが開設４０周年を迎えられ、ここに記念誌が発刊され

ますことを心からお祝い申し上げます。

昭和５０年に社会奉仕センターとして開設されて以来、今日までその歩みを緩める

ことなく、ボランティア活動を通じて、市民生活の中に思いやりの心や助け合いの輪

を着実に広げてこられました。

舞鶴市では現在、９３グループ、約1,200名の皆様がボランティアとして登録され、

福祉施設や病院への訪問活動、地域における生活援助や交流機会の提供、文化・芸術

活動支援など、さまざまな分野において継続的に地域貢献されているところであり、行

政サービスでは行き届かない分野にも献身的に活動いただいていることに対しまして

感謝申し上げますとともに、ここに至りますまでの皆様のご尽力に対しまして深く敬

意を表します。

また、平成１６年と平成２５年の台風による災害では、「災害ボランティアセンター」

に参画され、市内外から集まっていただいた多くのボランティアの受入・派遣拠点と

して、大いにその力を発揮していただきました。

さらに、昨年５月には常設型「舞鶴災害ボランティアセンター」を立ち上げられ、平

常時には構成団体等との連携強化や研修会開催、非常時の速やかな対応など、その役

割に大きな期待が寄せられているところであります。

今日の我が国においては、少子高齢化をはじめ、核家族化、共働き世帯の増加、価

値観の多様化などにより、地域コミュニティが希薄になりつつあると言われており、今

後、ボランティアに対するニーズや役割はますます重要になってくることと存じます。

そのような中、舞鶴市ボランティアセンターが、その活動拠点としてさらに発展され、

ボランティアの輪が広がっていくことを切に願うものであります。

結びにあたり、開設４０周年の節目を改めてお祝い申し上げますとともに、舞鶴市

ボランティアセンターのますますのご発展と、皆様のご健勝、ご活躍をお祈り申し上

げます。
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｜ ボランティアグループ紹介 ｜

中舞鶴婦人会ボランティアグループ

まんりょう

まこも会

五 和 会

舞鶴日赤病院ボランティア会

中舞鶴地域での年間のイベント、
ふれあいサンデー、共楽公園の花
見、自治連・老人クラブと連携、うど
ん・おぜんざい作りなど。小学校・
中学校や保安学校の親睦会にも参
加、地域の皆さんに大変喜んでいた
だいています。

昭和53年舞鶴モラロジー事務所
女性部を中心に社会への奉仕活動を
と結成。最初30名の会員は世代交
代もあり10名に。ささやかな活動で
すがボランティア精神を大切に少し
でも社会のお役に立たせていただき
たいと思います。

毎年一度の出会い、二度の逢瀬を
楽しみに私達はふれ合ってきました。
七夕の物語の様に・・・しかし温めて
きた出逢いも一人暮らしの方、会員
も高齢化が進み少し寂しくなりまし
た。会員若年増を願い、更に前向き
に努力します。

毎回、次回の案内「ちらし」を配布
しています。
会員も高齢化して、今、子育てひろ
ばひまわりさんの応援に助けられて
います。私達はこの活動を通じて、喜
んでいただけることに感謝し元気を
もらっています。「一歩前進」頑張り
たいと思います。

発足当初より、いつも笑顔で自ら
進んで活動しています。図書の説明・
各部所の案内、使用される用品作り、
車いす整備等、毎月第1・3週の平日
の午前の部・午後の部を会員で分担
し、1人平均月2回程度、活動してい
ます。
患者さんから感謝の言葉をいただ
くことがうれしいです。

豊かな心のふれあいと住み良いまちづくり

やさしさは春風のように！つつましい活動を

ふれあい交流会を楽しく元気に満足しあえることを目標に

役割分担で、無理せず、楽しい活動を

患者さんの一日も早いご快癒を願ってお手伝い

■主な活動場所／・真愛の家 寿荘
・中デイサービスセンター

■活 動 内 容／・真愛の家 寿荘友愛訪問
・年中行事の実施運営

■主な活動場所／・真愛の家 寿荘
■活 動 内 容／・毎月第3木曜日2時間

・布きり ・名札付け
・ミシンかけ ・行事手伝い

■主な活動場所／・市内各地域、保育園
■活 動 内 容／・過疎地区の交流会、訪問

・各地区でふれあい交流会
・保育園児とのふれあい
・高齢者の歳末友愛在宅訪問

■主な活動場所／・西市民プラザ
■活 動 内 容／・プラザサロン“にこにこ”の開催

・コーヒー、抹茶、軽食を提供
・老若男女 誰でも大歓迎
・保健師による相談等

■主な活動場所／・舞鶴赤十字病院
■活 動 内 容／・図書回覧 ・縫製

・玄関フロア案内
・車いす点検

●代表者:鈴木孝子 ●会員数: 36名

●代表者:尾関日出子 ●会員数: 10名

●代表者:福田華子 ●会員数: 16名

●代表者:瀧口不三子 ●会員数: 10名

●代表者:山下美代子 ●会員数: 18名

●登録年月日:昭和52年11月

●登録年月日:昭和53年7月

●登録年月日:昭和54年10月

●登録年月日:昭和55年5月

●登録年月日:昭和58年7月

高

　齢

　者



5

VOLUNTEER MAIZURU 40th ANNIVERSARY

ボランティア あんじゅ

京田婦人会 ふきのとう

舞鶴市食生活改善推進員協議会 はまなす会

舞鶴市老人クラブ連合会 福祉部「ふれあい」

認知症の人の家族を援助する会

施設で暮らしている入所者様との
ひと時は、とても楽しんでいただいて
いると聞いています。
私達も楽しませていただき、また
苑の行事にも参加しています。

第3土曜日14：00～16：00にサロ
ンを開催しています。
手作りスイーツ・コーヒー各100円
で提供し、大正琴・生ハーモニカ・歌
など様々な活動を行い、地域の大切
なコミュニティの場になっています。
春秋おはぎ作り、12月子ども参加
もちつき大会、生け花・手芸の展示
も開催。

子どもから高齢者までを対象とし
た「料理教室」や「イベント」を通し
て「食の大切さ」を伝えています。

平成26年6月介護保険法の改正
に伴い市町村では新たな支援事業
が3ヶ年計画で始まります。自助・公
助から共助へと進行しつつある現在、
相互支援活動他、地域社会で求めら
れている活動を関係団体と連携し積
極的に寄与していきます。

認知症への理解、家族への苦しみ
に少しでも私達の助言がお役に立て
たらと思います。

会員の親睦と共に苑との絆を育む

連
つ な げ

携よう　連
つ な が

携ろう　地域の輪　心の和

私たちの健康は私たちの手で

生涯現役で、役に立てる喜びを！

会員の親睦と共に認知症家族様への絆と希望

■主な活動場所／・安寿苑
■活 動 内 容／・安寿苑への定期訪問活動

■主な活動場所／・京田公民館
■活 動 内 容／・地域ふれあいサロン

■主な活動場所／・保健センター
■活 動 内 容／・高齢者の低栄養予防

・生活習慣病の予防
・減塩習慣の普及
・男性料理教室

■主な活動場所／・市内の特別養護老人ホームや老人
保健施設等（こひつじの苑 他）

■活 動 内 容／・名札のミシンがけ
・入居者の話し相手 ・歌
・施設周辺の草刈り 他

■活 動 内 容／・電話相談
・介護訪問
・介護指導
・認知症介護
・家族のつどい

●代表者:隅垣道子 ●会員数: 8名

●代表者:白波瀬満子 ●会員数: 7名

●代表者:古保禮子 ●会員数: 63名

●代表者:布川京なみ ●会員数: 102名

●代表者:隅垣道子 ●会員数: 8名

●登録年月日:平成8年1月

●登録年月日:平成6年4月

●登録年月日:平成元年4月

●登録年月日:平成元年9月

●登録年月日:昭和58年11月

高

　齢

　者
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つりがね草グループ

溝尻白ゆり会

聖母ボランティア

舞鶴健康友の会ボランティアグループ

地域ボランティア 平ネットワーク

ボランティアに参加できる自分に
感謝し無理なく継続出来る活動を取
り組んでいきたい。
この活動は、毎月第1火曜日と第
3火曜日に実施しております。

2・3年前からは、社会福祉協議会
やボランティアセンターの行事協力
でがんばっています。

グループとして大切にしていること
1）入居されている方が気持ちよく
過ごせる様作業する。
2）メンバーが活動出来る日にする。
3）メンバーとのコミュニケーショ
ンを大切にする。

高齢化が進み独居の方も増える中、
地域での見守り活動の必要性が高
まっています。地域の皆様に寄りそ
いながら、楽しい行事を計画し一昨
年からは、地域訪問活動も行い、安
心して暮らせるお手伝いが出来れば
と思っています。

会食は朝からすべて手作りで準備
します。その時々の季節の花を飾り、
同じ料理でも見た目で満足してもら
えるよう工夫しています。
私達が楽しんでやっています。

明るく、優しく、温かいふれ合いの出来る人に

会食はすべて手作りで、ご利用者と会員との親睦

無理をせず細く長く活動する

皆で支えあい安心して地域で暮らせるように

無理をせず、マイペースで楽しく

■主な活動場所／・真愛の家 寿荘
■活 動 内 容／・布切り

・名前つけ
・ミシンかけ等

■主な活動場所／・貴布弥神社会務所
 （溝尻町内会の中にある）

■活 動 内 容／・お一人暮らしの方を中心に65
才以上の溝尻町内にお住ま
いの方々の会食会を開催

■主な活動場所／・真愛の家 寿荘
■活 動 内 容／・ウエス切り

・名札つけ
・行事への協力

■主な活動場所／・舞鶴健康友の会事務所
■活 動 内 容／・季節ごとのお楽しみ会

・高齢者地域訪問
・年末のおもちつき大会

■主な活動場所／・まいづる作業所など平地区内
■活 動 内 容／・いきいきサロン

・花いっぱい運動
・まいづる作業所手伝い

●代表者:福西彌生 ●会員数: 60名

●代表者:浅野玲子 ●会員数: 7～8名

●代表者:久江孝子 ●会員数: 4名

●代表者:森脇茂男 ●会員数: 18名

●代表者:坂根信子 ●会員数: 6名

●登録年月日:平成13年10月

●登録年月日:平成12年8月

●登録年月日:平成11年5月

●登録年月日:平成9年8月

●登録年月日:平成9年4月

高

　齢

　者
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なごみ会

マザーズハンド

ラバンダ

岡田上ボランティアグループ

南舞鶴女性の会ボランティアサークル

月二回行っている活動は、入居者
さんと布貼絵や貼絵をしたり、季節
になれば行事の作業をして手を動か
し、おしゃべりをしながら過ごすひ
とときを大切にしています。微力では
ありますが、これからもお付き合い
させていただきたいと願っています。

私たちは、アロマセラピーを生活
に取り入れてもらうことで、心身の健
全・予防・医療・介護予防に役立てる
と考え活動しています。
介護施設や子育て関連の中で、ふ
れあいを大切に私たちにできること
を続けていきたいです。

アロマオイルによる殺菌作用と血
流促進効果があります。
足浴の際に1人ごとにお湯を替え
るので、結構肉体労働です。
もし、清々しい汗をかきたい方が
おられたら仲間入りしませんか？
年に数回の参加でも大丈夫です。

元々、民生委員の活動を支援する
形で始まりました。
ボランティアグループで作製した
梅干しや、お味噌を民生委員を通じ
て、ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者
世帯に配布しています。

毎日一人で生活されている方がデ
イサービスに来て皆さんとお話しす
るのを楽しみにされているのが良く
わかり、そんな人達のお話を聞くの
が私達の役目でもあり私達もいやさ
れる一時です。楽しそうに話される
姿を見るとボランティアをしていて良
かったと思います。

手芸を通して和やかな時々で人を紡ぐ

アロマセラピーを通じて地域・社会に貢献を

対象者様との語らいを、楽しんでいます

高齢者の地域でのつながりの機会に

施設を利用される高齢者との交流

■主な活動場所／・真愛の家 寿荘
■活 動 内 容／・手芸の補助

・施設行事への協力

■主な活動場所／・中デイサービスセンター
・志楽子育て

■活 動 内 容／・アロマオイルを使用した
　フットケア、ハンドケア

■主な活動場所／・真愛の家 寿荘、デイサービス
■活 動 内 容／・アロマエッセンシャルオイル

で足浴
・アロマオイルでマッサージ
・年間10回程度

■主な活動場所／・岡田上全域
■活 動 内 容／・岡田上内で独居世帯、高齢者

世帯に配布する梅干しやお
味噌作り

■主な活動場所／・南デイサービスセンター
・デイサービスセンターハーティ

■活 動 内 容／・入浴後の頭髪のドライヤー

●代表者:中嶋節子 ●会員数: 5名

●代表者:金浦真弓 ●会員数: 6名

●代表者:兼田ひとえ ●会員数: 6名

●代表者:掃部克重 ●会員数: 13名

●代表者:上羽宏子 ●会員数: 12名

●登録年月日:平成18年12月

●登録年月日:平成18年4月

●登録年月日:平成18年1月

●登録年月日:平成17年5月26日

●登録年月日:平成16年10月

高

　齢

　者
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絵手紙ボランティア

南舞鶴おやじの会

中宮フレンド

特定非営利活動法人レ・トウヌソル

舞鶴在宅介護者の会

地域のサロンやデイサービスで定
期的に、ご利用者様と一緒に絵手紙
を作り持ち帰ってもらっています。近
頃、行うことが少なくなった手紙作
りをしてもらうことがやりがいにつ
ながります。
手紙を受け取った方が喜ばれるよ
うみんなで一生懸命考えております。

シニア世代の楽しむ会を作ろうと、
平成20年4月に会を発足。
最初は清掃作業、学校、保育所な
どの整備から始まり、最近はクラブ
指導が中心です。
他のグループとの合同事業にて料
理教室や地域の外国人の方との交
流を行っています。
学校での工作内容を考えることに
苦労はしますが、子どもの笑顔をみ
て毎回頑張っています。

今年で8年目を迎え、後期高齢者
の会となりましたが、60才前半の方
も出席いただけるようになり、地道
な活動のお陰と、また男性も半数近
く参加して下さり、健康に感謝しつ
つ続けられることを喜びとしている
ところです。

過疎と高齢化が進む舞鶴でボラン
ティアとしてお手伝いが出来ること
はないかお尋ねしていくうちに言わ
れた言葉は「現在住んでいる家に最
後まで住み続けたい」という思いで
した。心安らかに暮らしていただく
お手伝いをします。

日頃、在宅で介護をしている方の
心のケアを第一に考えるとともに、
地域の人達との連携の中で、地域の
中に根ざした活動を行うように努力
しています。会員に限らず地域で孤
立する高齢者の予防に努めていきた
いです。

人と人との繋がりを大切に

自分たちが楽しむ会にしながら、少しでも世の中に役立つこともしよう！

開催案内は個別訪問し同時に安否確認を行う

博愛…利用者が安心して暮らす為の手伝いをする

一人で悩まず仲間と共に毎日楽しい介護を…

■主な活動場所／・グリーンプラザ博愛苑
・真愛の家 寿荘
・その他サロンの会場

■活 動 内 容／・絵手紙作り
・絵手紙作りの援助

■主な活動場所／・南舞鶴地区、倉梯小学校、
倉梯第二小学校、南公民館 他

■活 動 内 容／・小学校での囲碁、将棋などの
指導
・関係団体と連携して、地域行
事へ協力

■主な活動場所／・眞宗寺境内で花見（4月）
・中宮フレンドの家

■活 動 内 容／・食事会出前講座
・屋外での食事会
・ゲーム
・健康体操

■主な活動場所／・舞鶴市高野由里
■活 動 内 容／・在宅高齢者生活支援

・在宅高齢者見守り活動

■主な活動場所／・舞鶴市内の地域集会所及び
介護者宅等

■活 動 内 容／・介護者の心のケア
・介護相談
・地域ミニ集会

●代表者:小原清子 ●会員数: 11名

●代表者:森本豊明 ●会員数: 10名

●代表者:上山惠美子 ●会員数: 5名

●代表者:武内みどり ●会員数: 21名

●代表者:﨑山　弘 ●会員数: 30名

●登録年月日:平成25年3月1日

●登録年月日:平成21年6月16日

●登録年月日:昭和20年4月

●登録年月日:昭和19年7月

●登録年月日:平成19年11月

高

　齢

　者
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舞鶴要約筆記サークル「みみかき」

むつぼし会

朗読ボランティア 木曜会

舞鶴手話サークル「つたの会」

うぐいす会

難聴の方との交流や活動を通して
共に歩む会として頑張っています。
高齢化社会は、聞こえにくい人も
増加。役立つ活動を模索中です。毎
週の学習会で要約技術の向上に励ん
でいます。

音声情報、パソコンの普及により、
点訳は必要でなくなったかのように
思われますが、読める方にとっては
必要なものです。
表記法を常に学び、生活に根ざし
た点訳を行っていきます。

声のたより「やまびこ」を送り続
けて35年。当面の目標は、平成29年
2月、300号の発行です。年に一度の
交流会で、愛聴者の皆さまの声を聴
き、共に楽しんで元気をいただくこと
も、活動の原動力になっています。

結成40年以来、聴覚障がい者との
交流を通して手話を学びつつ、聴覚
障がい者の社会完全参加と平等を
目指して、共に活動を進めています。

一人よりみんなでふれ合えば、お
互いの安否も分かり、前向きな気持
ちを持ってもらえれば嬉しいです。
お世話になっている民生委員さん
との繋がりも大切にしたいです。

難聴者・中途失聴者の耳となり社会参加を支援

読みやすく、間違いのない正しいものを！

テープでつなぐ視覚障がい者の皆さまとの絆

聴覚障がい者と共に歩もうスクラム組んで！！

ゆったりと楽しく

■主な活動場所／・身体障害者福祉センター
■活 動 内 容／・小学校等での福祉教育

・学習会
・機関紙発行
・難聴者協会との交流

■主な活動場所／・身体障害者福祉センター
■活 動 内 容／・点字啓発活動

・点字翻訳活動
・視覚障害者の方々との交流

■主な活動場所／・身体障害者福祉センター
■活 動 内 容／・声のたより「やまびこ」90分

テープを毎月発行
・要望による音訳

■主な活動場所／・身体障害者福祉センター
■活 動 内 容／・毎週金曜日 例会

・手話の学習と交流
・聴覚障がい者問題を学ぶ

■主な活動場所／・伊佐津川荘苑集会所
■活 動 内 容／・踊り体操

・サロン昼食会
・趣味手芸工作など

●代表者:坂上行子 ●会員数: 35名

●代表者:坂根千洋 ●会員数: 8名

●代表者:田中國雄 ●会員数: 23名

●代表者:竹内由美 ●会員数: 78名

●代表者:塩見雅子 ●会員数: 17名

●登録年月日:昭和57年1月

●登録年月日:昭和56年1月

●登録年月日:昭和55年4月

●登録年月日:昭和50年8月

●登録年月日:平成26年4月

高

　齢

　者
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京都府女性の船「ステップあけぼの」舞鶴支部

こひつじ会

舞鶴四輪会

障がい者社会参加支援ボランティアグループハーネス

舞鶴運転ボランティア ひまわり会

毎月1回施設を訪問しています。入
所の方たちと互いに「こんにちは」
「お元気？」と言葉を交わすことが
私たちにとっても大きな楽しみです。
これからも、ふれあいを大切にして
いきたいと思っています。

ボランティア室に入り、机の上に衣
類がたくさんあると、今日も一日頑
張るぞ、それからミシンで名前つけ
や縫物をする。そして昼食、おしゃべ
りをしながらコーヒータイム。
これからも無理をせず、続けたい
と思っております。

身障者で生活上自動車を必要とす
る者が集い、親陸と信頼により社会
生活を生き抜き、福祉の増進と交通
安全を図ることを目的としています。
最近は、会員の高齢化も進み、な
かなか活動出来ていませんが、買い
物や通院等のお手伝いをしています。

視覚障がい者の皆様との交流、ガ
イドヘルパー制度の充実を活動目的
に30年が経過しました。更なるノー
マライゼーションの具現化に微力な
がら私達は障がい者の皆様と共に
無理なく、楽しく、健やかに活動して
いきます。

舞鶴市社会福祉協議会（社協）の
「福祉送迎サービス事業」へ運転協
力者として登録し、社協所有の福祉
車両（写真参考）で障がい者・高齢
者等の移送サービスを行っています。

女性の船での学びを地域社会に生かしたい

楽しくふれあい　楽しく活動

身障者の社会参加の手伝い

障がい者の社会参加への支援とQOL向上

安全と安心の支えとなる移送サービスの提供

■主な活動場所／・こひつじの苑舞鶴
■活 動 内 容／・介護補助用品等の作成

・運動会等行事への参加
・入所者とのふれあい

■主な活動場所／・こひつじの苑舞鶴
■活 動 内 容／・衣類の名前つけ

・外出時の介助

■主な活動場所／・市内全域
■活 動 内 容／・買い物、通院のお手伝い

・介護家族の親睦旅行

■主な活動場所／・身体障害者福祉センター
・在宅障がい者宅

■活 動 内 容／・視覚障がい者交流会
・アイマスク体験等支援
・福祉施設等へ友愛訪問

■主な活動場所／・市内
■活 動 内 容／・障がい者、高齢者等の病院、

公共施設への送迎
・福祉関係行事等へ送迎

●代表者:鳥居文子 ●会員数: 28名

●代表者:清水晴美 ●会員数: 5名

●代表者:布川善朗 ●会員数: 30名

●代表者:鈴木貫一 ●会員数: 26名

●代表者:橋本偉生 ●会員数: 12名

●登録年月日:昭和63年4月

●登録年月日:昭和63年4月

●登録年月日:昭和45年10月

●登録年月日:昭和60年3月

●登録年月日:昭和59年6月

障
が
い
者
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生協福祉の会 “秋桜”

精神保健ボランティア 心の会

舞鶴高専 ボランティア同好会

わらびの会

あひるの会

生協の組合員とまいづる作業所と
の交流から出発し、特養施設へも活
動の場を広げてきました。
無理をせず、楽しみながら、寄り添
うような地道な活動を、末長く続け
ていきたいと思っています。

精神に障がいを持った方が、音楽
を聞いたり、お茶やお菓子をつまみ
ながら、気兼なく思いっきりおしゃ
べりが出来る、ゆったりとほっこりし
たサロンを目指しています。

保育ボランティアや、マラソンの給
水ボランティアなど、地域行事の手
伝いをしています。
小さな子供からお年寄りまで、地
域の皆様に触れ合えることを楽しみ
にしています。

病気やケガ等でやむなくやめてい
かれる方が増えて、会員数を維持し
ていくのがとても難しい状況ですが、
何とか新しい会員さんに入っていた
だき活動を続けています。

名前付けやクッションカバーや簡
単な小物の縫製等をしています。ま
た行事へのお手伝いや参加、利用者
さんとの余暇時の交流等、楽しいコ
ミュニケーションもあり外部の空気
も感じていただいています。

できる時に、できる人が、できることを

無理をしないで助け合って継続する

楽しく笑顔でボランティア

無理せず長く続けていくこと

あひるのように無理なくボチボチ継続を

■主な活動場所／・まいづる作業所
・安寿苑

■活 動 内 容／・作業所との交流と作業
・特別養護老人ホームでの　　
ボランティア

■主な活動場所／・西市民プラザ二階いきいき交
流室（和室）

■活 動 内 容／・サロンの開催
・ほのぼの屋デイサービス
・まいづる作業所行事手伝い

■主な活動場所／・市内保育所 他
■活 動 内 容／・保育ボランティア

・地域行事手伝い

■主な活動場所／・こひつじの苑舞鶴
■活 動 内 容／・苑内での作業、縫い物

・食事介助
・外出ボランティア

■主な活動場所／・こひつじの苑舞鶴
■活 動 内 容／・衣類のネーム付 他

・外出行事等の援助
・居室の掃除

●代表者:芝原澄子 ●会員数: 17名

●代表者:石角絹代 ●会員数: 5名

●代表者:小松幸恵 ●会員数: 32名

●代表者:志楽賀子 ●会員数: 3名

●代表者:飯尾規代美 ●会員数: 4名

●登録年月日:平成13年10月

●登録年月日:平成13年9月

●登録年月日:平成5年6月

●登録年月日:平成4年6月

●登録年月日:平成元年3月

障
が
い
者
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む つ み

サタデースタディ

サークル花歩

朗読ボランティア こだま会

つくしんぼ

毎月第1木曜日午前中、双葉寮に
集まり、手提げ袋等、子どもたちが学
校や寮で必要な様々な物を縫い上げ
ます。
催される運動会やクリスマス会に
は私たちも招かれ、寮の皆さんと共
に楽しみます。無理なく継続してい
きたいです。

中学校・高等学校に在籍する聴覚
障がいの生徒を少し支援することで
希望する進路実現できるように支援
しています。
聴覚障がいのために教室では聞き
づらいことが、個別指導で聞きやす
くすることで「できる」という実感を
もたせたいです。

4月、サポート講習会と花見をか
ねて、西舞鶴の建部山に登りました。
全員元気に山頂まで行けました。
5月、元伊勢（福知山市）に行きま
した。今年は三重県の伊勢参りに行
く計画です。
屋外での活動を主に実施していま
す。

小学校や各種福祉施設で対面朗
読ボランティアを行っています。
物語を声で表現する楽しさを味
わっていただくことを目標に、毎年
「朗読会」を開いています。

身体・知的・精神と色々障がいの
ある人達と陶芸の作業を通して、純
粋さ・まじめさ・頑張る力を学び、毎
週顔合わせるのが楽しみです。学園
の諸行事では、行動を共にし、感動
を分かち合うことが出来るボラン
ティアです。

無理なく継続を！

聴覚に障がいがあっても一人じゃない 要望があれば支援はする

花を見ながら屋外で歩く

朗読で豊かな日本語を伝える

懸命に生きる人たちの声に耳を傾け、共に歩む

■主な活動場所／・舞鶴双葉寮
■活 動 内 容／・縫いもの

・行事協力

■主な活動場所／・障害者支援センター
■活 動 内 容／ ・高等学校に在籍する聴覚障がいのある

   高校生を対象とした学習支援
・毎週土曜日 午後1時30分から午後4時30分
・高校生の希望がない期間には中学生等の
   指導を希望により実施することもあり

■主な活動場所／・山登りやハイキングなど屋外
で活動

■活 動 内 容／・視覚障害者の方の山登り、ハ
イキングのサポート
・サポート講習会

■主な活動場所／・グレイスヴィルまいづる
・中総合会館 ・舞鶴学園

■活 動 内 容／・福祉施設へ朗読訪問
・「声の広報」音声録音
・「朗読入門講座」実施

■主な活動場所／・みずなぎ鹿原学園
■活 動 内 容／・毎週月曜日の陶芸作業に参加

・諸行事で入所者の介助、補助

●代表者:小島芙紗子 ●会員数: 3名

●代表者:林　悦雄 ●会員数: 3名

●代表者:田中泰弘 ●会員数: 25名

●代表者:増池ふさゑ ●会員数: 60名

●代表者:川端照子 ●会員数: 4名

●登録年月日:昭和59年1月

●登録年月日:平成21年6月1日

●登録年月日:平成16年5月

●登録年月日:平成14年7月

●登録年月日:平成14年3月

障
が
い
者

青

少

年
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ふしぎの国

西舞鶴高校ボランティア部

舞鶴ＢＢＳ会

おはなしキャラバン たんぽぽ

国際ソロプチミスト舞鶴 日星高等学校Ｓクラブ

夏休みには「おみせやさんごっこ」
というイベントを行い、手作りの工作
物を子供たちに紙のお金を使って購
入していただいています。
冬休みには1時間ほどの人形劇を
行い、毎年100人ほど来ていただい
ています。

子どもや高齢者・障がいのある
人など、色々な人たちと交流したり、
様々なイベントに参加したりして、地
域に根ざした活動をしています。
「まずは何事もやってみる」ことを
大切に、様々な分野の活動に積極的
に取り組んでいます。

子どもたちの遊び場を清掃するこ
とで、気持の良い空間で遊べること
を目指しています。
3才から清掃に参加してもらい、ご
みを拾って美しくするすがすがしさ
を一緒に感じてもらえることを目標
としています。

赤ちゃんからお年寄りまで「人形
劇」や「エプロンシアター」などを演
じ交流しています。
落ち込んでいる時も、参加すると
元気になれる。私達のサークルは、そ
んな楽しくて、温かい場所です。

様々なボランティアに呼んでいた
だき、楽しく充実した時間を過ごす
だけでなく、クラブ員の心の成長に
もつながっています。
これからも少しでも地域や社会に
貢献できるよう活動していきたいと
思います。

子どもも私たちも一緒に楽しんで

一人ひとりの個性を生かしたボランティア

できる人ができる事をできる時に！！

観てくれる人の笑顔が、私達のエネルギー源

交流を通して、共に喜び、心豊かな人になる

■主な活動場所／・東図書館
■活 動 内 容／・人形劇

・エプロンシアター
・マグネットシアターなど

■主な活動場所／・舞鶴市内
■活 動 内 容／・学校での募金活動

・地域行事での運営補助など

■主な活動場所／・公園周辺、城南会館など
■活 動 内 容／・清掃

・学習支援

■主な活動場所／・西図書館
■活 動 内 容／・いろいろな表現方法でお話し

の楽しさを伝える

■主な活動場所／・ボランティアの要請場所
■活 動 内 容／・保育ボランティア

・障がい児、者運動会の手伝い
・友愛訪問など

●代表者:石橋敬子 ●会員数: 8名

●代表者:山本尚典 ●会員数: 14名

●代表者:新谷さやか ●会員数: 8名

●代表者:大田恵子 ●会員数: 11名

●代表者:板本　香 ●会員数: 30名

●登録年月日:平成4年5月5日

●登録年月日:昭和63年10月

●登録年月日:昭和62年4月

●登録年月日:昭和60年3月

●登録年月日:昭和51年4月

青

少

年
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夢

おはなし舞ポケット

舞鶴おはなしの会 おはなし玉手箱

東舞鶴高校ボランティア部

おもちゃの部屋 どんぐり

古切手を再利用して「しおり」に
加工しています。子供達に「しおり」
をプレゼントして交流する日を楽し
みに製作しています。
会員の中心は、施設利用者です。
皆様からの古切手の提供に感謝し
ながら製作しています。

ストーリーテリング、絵本の読み
聞かせ等を通して、お話を届けてい
ます。お話は語り手自身の経験に彩
られ、紡ぎ出されるものです。お話の
力を信じ、言葉の力を信じ、お話に
語り手の思いを添えて届けたいと願
いつつ・・・。

ストーリーテリングという語りだ
けの世界に子ども達を誘

いざな

うことで子
ども達は想像の翼を広げて昔話の世
界に入り、主人公と共に様々な体験
をし、生きる喜びや希望・勇気を得
ることができると信じて語り続けて
います。

地域でイベントがあるたびにボラ
ンティアを募集しています。自分の興
味や関心に応じてさまざまなボラン
ティアに積極的に参加しています。

乳幼児の親子さんが多くの木のお
もちゃで一緒に遊び、時に絵本の読
み聞かせやペープサートなどもあり、
子育てのひとときを楽しんでいただ
けたらと思っています。
また、なごやかな雰囲気の中、情
報交換がなされています。

・楽しく・ゆっくり・こつこつと

お話の世界へようこそ　心を込めて届けたい

ストーリーテリングで子ども達に昔話を

楽しんでボランティアを！

子育ては共に楽しみましょう

■主な活動場所／・こひつじの苑舞鶴
■活 動 内 容／・古切手を加工し製品化

・製品で子供達との交流

■主な活動場所／・市内幼稚園、小学校、中学校 他
■活 動 内 容／・ストーリーテリング

・絵本の読み聞かせ

■主な活動場所／・東西図書館 ・市内小学校
・支援学校 ・幼稚園

■活 動 内 容／・昔話を語って聞かせるストー
リーテリングや絵本の読み聞
かせ

■主な活動場所／・東舞鶴高校付近
■活 動 内 容／・地域のイベントへの参加

・高校付近の清掃

■主な活動場所／・城南会館
■活 動 内 容／・おもちゃを通して、親子のふ

れあいの場を提供

●代表者:高井信昭 ●会員数: 6名

●代表者:玉置秀佳 ●会員数: 4名

●代表者:筒井里香 ●会員数: 5名

●代表者:田丸健一 ●会員数: 30名

●代表者:足立孝子 ●会員数: 4名

●登録年月日:平成21年7月

●登録年月日:平成15年4月

●登録年月日:平成10年10月

●登録年月日:平成10年5月

●登録年月日:平成5年9月

青

少

年
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民謡照日会 ボランティアグループ

よつば会

舞鶴献血ボランティア会AOBA

夢のマジック宅配便

舞鶴市レクリエーション協会

入居者の皆さんが、尺八・三味線・
太鼓の伴奏で手拍子をとりながら昔
を想い出し、また踊りを見て楽しん
で若い頃のように元気になってくだ
さいます。

ご依頼いただいた施設、また団体
の方々の状況にあわせ選曲し演奏し
ています。懐かしい昭和歌謡は喜ば
れます。
誰でも音が出せるやさしい楽器で
すので、弾く楽しさも体験していた
だいています。

赤十字事業の進展に尽くし、尊い
命を救う為には何をおいても献血に
協力し一刻も早い支援の手をさしの
べ、誰もが等しく幸福に過ごせる様
努力していきたい。

当時、舞鶴で2ヶ所だった老人ホー
ムへ訪問していた37才が、ようやく
国家公認の後期高齢者になりました。
頭の体操を兼ねて「お笑いテー
ブルマジック」など練習しています。
あなたもいかがですか。

乳幼児から高齢者まで、市民すべ
ての方にレクの楽しさを伝えるため、
活動を続けています。
これからも遊びや生きがいづくり、
ニュースポーツの普及など様々なレ
ク活動を通じて絆や豊かな心づくり
を提供していきます。

心から楽しんでいただこう

心豊かな生活を大正琴で！

命を救う献血に一人でも多くの協力を

フシギー・やってみよー・でけたー・笑顔

地域に遊びをとどけよう！

■主な活動場所／・グレイスヴィルまいづる
・すこやかの森
・真愛の家 寿荘

■活 動 内 容／・民謡演奏 尺八、三味線
・唄 ・太鼓 ・おどり

■主な活動場所／・老人保健施設、特別養護老人
ホーム、病院、学校、町内会
など

■活 動 内 容／・大正琴の指導と演奏

■主な活動場所／・海上自衛隊総監部、教育隊、
保安学校、府市各企業 等

■活 動 内 容／・日赤献血推進と受付
・骨髄バンク登録説明と受付

■主な活動場所／・公民館、地域集会所、
　デイサービスなど

■活 動 内 容／・マジック講座運営
・お笑いハーモニカトーク

■主な活動場所／・市内一円
■活 動 内 容／・地域レク活動

・ニュースポーツ普及
・青少年健全育成

●代表者:岡田幸男 ●会員数: 13名

●代表者:田中美香子 ●会員数: 50名

●代表者:宇野信子 ●会員数: 7名

●代表者:谷田吉久 ●会員数: 2名

●代表者:角倉泰弘 ●会員数: 63名

●登録年月日:平成2年2月

●登録年月日:平成元年2月

●登録年月日:昭和62年3月

●登録年月日:昭和52年3月

●登録年月日:昭和51年9月

一
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人と動物とのふれあいボランティア ハーモニー

北京都民踊協会

カラオケ あじさい会

なかよし会

岡田豊早春会

昨年創立20周年を迎え、改めて続
けて来た年月の長さとメンバー各々
の責任感と犬猫の人々に与える力の
大きさを痛感しています。
訪問施設利用者さんの笑顔を糧
にこれからも命の大切さを伝える活
動を続けていこうと思います。

民踊を通して社会へのささやかな
恩返しができたらと会員一同で福祉
施設の訪問や、民踊指導等させてい
ただき、踊り文化の復興に役立ちた
いと思っております。

音楽がかかれば体でリズムを取る
人や、笑顔で楽しく最後まで見てくれ
ます。ステージが終われば「もう終
わりですか」と声をかけていただき、
終わるのが早く感じられ、皆様から
「もっと見ていたい」と思っていただ
いています。

一緒に活動出来るメンバーが減り、
準備材料集めに苦労しています。
活動先へ移動する車を運転する人
が少ないので…ピストンする日もあ
ります。
私達の気持ちが通じた時、私達は
とてもうれしく感じます。

日本民踊研究会の会長のモットー
は…踊りの輪を人の輪に …百まで踊
ろう…との合い言葉に、毎日楽しく
踊っています。
年の差をのりこえて、いつ迄も踊
りの輪を広げたいと思っています。

人と動物との絆を通して命の大切さを伝える

踊って楽しく、踊って健康、踊って人の輪

少しでも皆様方に楽しく元気なパワーを

どなたでも出来る作品、皆で楽しく作ろうネ

みんな元気に100まで踊ろう

■主な活動場所／・みずなぎ鹿原学園
・みずなぎ丸田学園
・真愛の家 寿荘 ・アザレア舞鶴

■活 動 内 容／・動物（主に犬猫）を伴って施
設を訪問し動物を介してのふ
れあい活動

■主な活動場所／・市内福祉施設
■活 動 内 容／・福祉施設への民踊による訪

問活動、舞台発表、民踊指導

■主な活動場所／・みずなぎ学園
・エスペラル東舞鶴
・ライフ・ステージ舞夢

■活 動 内 容／・踊りとカラオケの集い
・クリスマス会での心と心のふ
れ愛い

■主な活動場所／・博愛苑デイサービス
・安岡園 ・真愛の家 寿荘

■活 動 内 容／・折紙の作品
・色紙作品、くるみ絵 他
・ペーパーフラワー

■主な活動場所／・市内高齢者、障がい者施設 他
■活 動 内 容／・施設のイベント参加

・民踊による訪問

●代表者:飯田弘子 ●会員数: 14名

●代表者:四月朔日明美 ●会員数: 40名

●代表者:深田俊夫 ●会員数: 10名

●代表者:岡田早苗 ●会員数: 6名

●代表者:岡田早苗 ●会員数: 12名

●登録年月日:平成9年7月

●登録年月日:平成5年4月

●登録年月日:平成5年4月

●登録年月日:平成元年4月

●登録年月日:平成元年4月
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コーラス そよかぜ

ボランティア あっぷる

きりんの会（舞鶴骨髄バンクを推進する会）

特定非営利活動法人京都ライフセービング

舞鶴ギター合奏団ボランティアグループ

障がい者施設、高齢者介護施設は
私にとって未知の世界でした。交流
が深まるなか旧知の友の様に心が通
じあい、互に生きる力や元気を貰っ
ています。人間としての尊厳や生存
権を確かめあう機会になっていると
思っています。

カラオケセッティング 大きなスク
リーンを使用。プロジェクターも使
用。見やすく聞きやすく歌ってもらい
楽しんでもらっている。
施設訪問では、年間行事 花見・
夏祭り・クリスマス等、利用者さんの
フォローで一緒に楽しい時間を過ご
しています。

白血病などの血液疾患の患者さん
を救うために、骨髄バンクへの登録
をお願いします。
白血球（HLA）型の適合する人は、
どこかで親を共有しています。想像
力を働かせ、未知の兄弟を救ってく
ださい。待っている人がいます。

"No Rescue" それが最高であり
最低限の目標！泳ぎが苦手、泳げな
い、でも、人それぞれの関わり方があ
ります。それがライフセービング。
講習会やジュニア向けのイベント
も開催。
地元の海を地元の力で安全に。

ギターの演奏を通して、行く先々
で心地好い交流があり、喜びと楽し
さを実感しています。
今後も更に練習に励み、活動の場
を広げていきたいと思っています。

交流を深めるなかで生きることの意義を考える

無理しない　楽しく　地域の手伝い

一つの生命を救うため、あなたに出来ること

楽しく、明るく、元気よく～少し人の役に！

喜びと楽しさを感じ、みんな元気に！

■主な活動場所／・みずなぎ学園
・グレイスヴィルまいづる
・こひつじの苑舞鶴

■活 動 内 容／・歌 ・手あそび
・読み聞かせ
・手品

■主な活動場所／・グレイスヴィルまいづる
・モンファミユー舞鶴
・やすらぎ苑

■活 動 内 容／・カラオケセッティング
・施設訪問 ・上映会

■主な活動場所／・市内の献血会場等で骨髄バ
ンクの登録業務

■活 動 内 容／・主に舞鶴市内での献血会場
で骨髄バンクへの登録業務
・骨髄バンク啓発活動
・骨髄バンクドナー支援

■主な活動場所／・市内の小学校・天橋立海水浴場
・丹後由良海水浴場・府中海水浴場

■活 動 内 容／・水辺の事故防止活動
・イベントの水上安全
・ビーチイベント開催
・ジュニアライフセービング教室

■主な活動場所／・市内高齢者、障がい者施設 他
■活 動 内 容／・ギター演奏

●代表者:三宅あき ●会員数: 22名

●代表者:岸本紀美代 ●会員数: 6名

●代表者:荒井孝義 ●会員数: 14名

●代表者:山本良徳 ●会員数: 18名

●代表者:本田安志 ●会員数: 7名

●登録年月日:平成19年4月

●登録年月日:平成15年4月

●登録年月日:平成13年7月

●登録年月日:平成13年4月

●登録年月日:平成11年4月

一

般
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｜ ボランティアグループ紹介 ｜

会として練習をしたことがない。
約10年にもなるが、出演を拒否さ
れたことがない。泣きながら歌って
もらうことが良い反応と思うことが
できる。
車のトランクに3種類の「ナツメ
ロ」歌集（約200冊）後はハーモニカ
2本の軽装です。

活動を通してみることの出来る笑
顔が活動の活力になります。市内を
中心に福祉関係施設訪問・募金活動
及び海岸等の清掃活動を実施してい
ます。また、大学生と連携し、児童に
対するスポーツや文化交流啓発活動
を行っています。

踊り手も高齢化の波が押し寄せて
まいりましたが、動き等に工夫して
出来るだけ長くボランティア活動を
通して、よさこい踊りを楽しんでいき
たいと思います。

アロハ（愛）と笑顔をフラに添え、
訪問先の方々と共に、心地よい時間
の共有ができるようにしています。
一緒に手を動かし笑顔をかえして
いただくと、元気をもらい日々の練
習に励むことができます。

衣服等の縫製をしています。苑や
入居者さんに頼りにされている喜び
に魅了されて、西～東舞鶴の施設ま
で「バイク」で参加している人もいま
す。
踊りも今元気で踊れることに感謝
して、笑顔のある活動にしたいと思
います。

聞かせるのではない、想い出して歌ってもらう

皆さんと一緒に汗を流し社会貢献を

踊り手も観客も、楽しさを心身共に共有する

笑顔で、共に心うきうき

必要とされる幸せ、仲間に支えられて今がある

ナツコラ会

Maizuru Civic Club

舞鶴ゆうさい連

ナニ・アロハ

豊まり会

■主な活動場所／・舞鶴市内、介護施設 他
■活 動 内 容／・主として介護施設めぐり

・ナツメロを伴奏してコーラス
をしてもらう

■主な活動場所／・双葉寮など市内全域
■活 動 内 容／・24時間テレビ等の福祉募金

活動
・スポーツ文化交流推進活動
・沿岸清掃活動

■主な活動場所／・市内、隣接する市町村 他
■活 動 内 容／・よさこい踊り

■主な活動場所／・福祉施設、老人会、地域の
イベント等

■活 動 内 容／・フラダンス
・手品

■主な活動場所／・博愛苑
・文庫山学園

■活 動 内 容／・博愛苑にて衣服等の縫製、
ボタン付け、ズボン直し
・文庫山にて踊りの指導

●代表者:内海利雄 ●会員数: 3名

●代表者:永井真人 ●会員数: 9名

●代表者:山添政義 ●会員数: 7名

●代表者:矢野照日 ●会員数: 6名

●代表者:波多野まり子 ●会員数: 3名

●登録年月日:平成22年1月

●登録年月日:平成21年9月

●登録年月日:平成21年6月

●登録年月日:平成21年1月

●登録年月日:平成19年12月

一

般
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歩こう会後 ミニサロンを毎週土曜
日実施。毎月 月初 見守り、希望があ
ればお買物手伝い、台所とトイレの
掃除、家の廻りの草刈り。

平成16年結成、小中学生・老人保
健施設・総合文化会館主催のコミュ
ニティコンサートへの参加。または
各種イベントはもとより、遠路を問
わず、依頼があれば喜んで参加を実
施する気構えです。
宜しくお願い致します。

面白いグループ名ですね。とても
気に入っています。オカリナとキー
ボードで演奏活動し始めて10年経ち
ました。オカリナの音色を聞いてい
ただいてみなさんに懐かしい歌を口
ずさんでいただけるとうれしいです。

施設に入所されるとショーを見に
行くことが難しい。そのため、1時間
ほどのショーとして楽しんでいただ
いています。また、いつもなかなか笑
顔を見せることのない高齢者さんが
ショーを見ながら笑顔になったり手
を叩いて楽しんでいただいています。

想い出は、音楽と共に甦ることも
あります。その想い出が幸福な出来
事であってくれれば嬉しいと思いま
す。そして、私達の演奏で癒されるこ
とがあってくれるならば幸せです。

絆、孤独者をなくす、自助努力

音楽の好きな仲間による  音に心を込めて

童謡や懐かしい歌を子供や孫達に残していきたい

今までどおり、がんばっていきたい

心に届く音色で演奏できるよう努力しています

福祉健康推進会

フレンド・ブラス

ガチョウの卵

青 葉 会

木もれ陽（こもれび）

■主な活動場所／・八戸地公民館、地域内
■活 動 内 容／・歩こう会 ・ミニサロン

・見守り ・お買物
・衛生管理 ・環境美化

■主な活動場所／・コミュニティコンサート
 （総合文化会館主催）

■活 動 内 容／・小中学生、老人保健施設等
主催のボランティア演奏

■主な活動場所／・障がい者、高齢者の福祉施設、
地域のイベント

■活 動 内 容／・オカリナ、キーボード演奏
・バザー、物品提供 他

■主な活動場所／・舞鶴市内問わず、上中や日吉
の高齢者施設

■活 動 内 容／・約1時間の歌と踊りの混合
ショー

■主な活動場所／・諸介護施設と市の催し、地域
のイベント等

■活 動 内 容／・ギターとオカリナ演奏です。
曲により演奏に参加していた
だきます。

●代表者:世伝よう子 ●会員数: 10名

●代表者:角本徳昭 ●会員数: 5～10名

●代表者:西田優子 ●会員数: 3名

●代表者:山口武司 ●会員数: 9名

●代表者:山田清廣 ●会員数: 2名

●登録年月日:平成25年4月

●登録年月日:平成25年1月

●登録年月日:平成24年12月

●登録年月日:昭和62年4月

●登録年月日:平成24年6月

一

般
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｜ ボランティア活動マップ ｜
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｜ ボランティアセンターのあゆみ【開設～35年】 ｜

ボランティアセンターのあゆみ【開設～35年】
みんなで力を出し合い、一人ひとりが自分らしく、安心して生活を送ることができる
まちの実現をめざし、ボランティアの輪を広げていきましょう。

ボランティアセンターの動き 社会の動き

●社会奉仕センター（現：ボランティアセンター）開設する。 昭和
50年 ●全社協：中央ボランティア・センター設置

●第１回初級ボランティアスクールを開催する。 51年

●青少年ボランティア講座を開催する。
●ボランティア保険を創設する。 52年 ●全国ボランティア活動振興センター設置

●定期訪問ボランティア活動を開始する
●歳末ボランティア実践活動を開始する。 53年

●市民啓発キャンペーンを行う。
●ひとり暮らし高齢者への援助活動を開始する。 54年 ●国際児童年

●全社協：「在宅福祉サービスの戦略」発表

●ボランティアグループ、民生児童委員協議会
（以下民児協）との協働活動として、
食事サービスを開始する。

●視覚障がい者へのボランティア活動を開始する。
55年

●「ボランティア実践の日」を設定する。
●第１回「ボランティアの集い」を開催する。 56年 ●国際障害者年

●ベビーホテルでの事故が社会問題化

●全小中学校対象に「福祉教育実践状況調査」を実施する。
●「障がい児ふれあいレクリエーション・連合学習会」への協力を開始する。 57年

●「障害者福祉を考えるつどい」を開催する。（現：障害者ふれ合い行動デイ）
●「認知症の人を抱える家族」に対するケアシステム体系づくりができる。 58年 ●日本人の平均寿命が男女とも世界一となる

●市外視察研修を実施する。
●第１回「ボランティアサロン（現：ボランティア活動フォーラム）」を開始する。 59年

●福祉教育普及校が指定され、中学生のボランティア活動が進む。 60年
●全社協「福祉ボランティアのまちづくり事業（ボラントピ
ア事業）」開始
●男女雇用機会均等法公布

●社会奉仕活動センター10 周年記念式典を
開催する。（記念誌発刊）
●ボランティア基金を設置する。 61年 ●「長寿社会対策大綱」閣議決定

●改正老人保健法公布

●「福祉バザー」を開始する。
（現：ふれあいバザー）
●第１回「青少年のための点訳講座を開催する。 62年

●精神保健法公布
●厚生省・労働省「長寿・福祉社会を実現するための基本
的な考え方と目標について」（福祉ビジョン）発表

●センターだより（現：ボランティアだより）を発刊（第１号）する。 63年

●父子福祉ボランティア活動に取り組む。 平成
元年

●合計特殊出生率最低を記録（１.５７）
●ゴールドプラン策定

●第１回「ふれ愛ふくし祭り」を実施する。 2年 ●国連「児童の権利に関する条約」発効

●地域ネットワーク懇談会を実施する。 3年

●「コミュニティボランティアネットワーク作り（ＣＶＮ）」に関してモデル地
区を開始する。
●第１回全国ボランティアフェスティバル（神戸市）に参加する。

4年 ●福祉人材確保法成立
●「国連・障害者の十年」最終年記年国民会議開催

視覚障がい者へのボランティア▶

社会奉仕活動センター10周年記念式典▶

第1回青少年のための点訳講座開催▶

昭和
50年

51年

52年

53年

54年

55年

56年

57年

58年

59年

60年

61年

62年

63年

平成
元年

2年

3年

4年
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ボランティアセンターの動き 社会の動き

●市内中・高生を対象とした福祉ボランティア体験学習を実施する。 5年
●「国連障害者の10 年」記念事業の実施
●福祉人材確保指針策定
●「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改正

●勤労者ボランティア講座を初めて開催する。 6年

●エンゼルプラン策定
●新ゴールドプラン策定
●老年人口14％超（高齢社会）
●主任児童委員設置

●阪神、淡路大震災被災者支援募金に取り組む。 7年

●阪神・淡路大震災発生
●「防災とボランティアの日」制定
●「精神保健法」を「精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律」に改正
●障害者プラン策定
●高齢社会対策基本法施行

●タンカー重油災害にかかる義援金を募る。
●「防災とボランティアの日」福祉救援ボランティア活動（災害想定プログ
ラム）を実施する。

8年

●（各ボランティア）ボランティアコーディネーター養成講座を受講する。
●東舞鶴高校ボランティア活動交流大会に参加する。（ボランティア実践発表） 9年 ●児童福祉法などの一部改正

●課題別検討委員会を設置する。 10年 ●「特定非営利活動促進法」（ＮＰＯ法）成立・施行

●生涯学習ボランティアファーラムに参加する。 11年 ●新エンゼルプラン策定
●ゴールドプラン 21策定

●ＮＰＯの支援・連携を強化する。 12年

●介護保険制度施行
●改正成年後見制度施行
●「児童虐待防止法」公布
●地域福祉権利擁護事業の開始

●第１回「丹後ブロックボランティア交流会」が開催される。
●心の健康講座を開催する。 13年

●児童福祉法改正（主任児童委員を法定化、保育士資格の
法定化など）

●ボランティア国際年

●朗読入門講座を開始する。
●地域ふれあいサロンボランティア講座を
開始する。 14年

●家族でボランティア体験事業を西舞鶴地区で開始する。 15年

●障害者支援費制度施行
●「次世代育成支援対策推進法」成立
●「少子化社会対策基本法」公布
●新障害者プラン策定

●市社協と舞鶴青年会議所で「まいづる災害ボランティアセンター」を設置
し、台風 23号による被災地にボランティアの派遣を行う。 16年 ●「少子化社会対策大綱」決定

●新潟県中越地震発生

●災害救援ボランティアコーディネーター講座を開催する。 17年

●「個人情報保護法」施行
●「身体障害者雇用促進法」改正
●「障害者自立支援法」公布（平成18 年４月施行）
●「高齢者虐待防止法」公布（平成18 年４月施行）

●知的障害者支援ボランティア講座を開催する。
●地域ボランティア講座を開催する。
●点字ボランティア養成講座を開催する。 18年

●認定こども園設置法公布・施行
●全民児連「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さ
ない運動」開始

●障害児者地域生活サポートボランティア養成講座を舞鶴支援学校と共催
で開催する。 19年

●新潟県中越沖地震発生
●国連「障害者の権利条約」に署名
●障害者施策における「重点施策実施５か年計画」策定
●老齢人口21％超（超高齢社会の到来）

●防災・減災講座を開始する。 20年 ●「新待機児童ゼロ作戦」発表
●後期高齢者医療制度（長寿医療制度）開始

●兵庫県台風第９号被災地（佐用町）に台風 23号の活動資財を運搬する。 21年

●地域ふれあいサロン活動者交流・研修会を開催する。 22年

●改正障害者自立支援法成立
●「全社協福祉ビジョン２０１１」策定
●子ども手当法成立
●高校授業料実質無償化法成立

朗読入門講座開始▶

知的障がい者支援ボランティア講座を開催する▶

22年

21年

20年

19年

18年

17年

16年

15年

14年

13年

12年

11年

10年

9年

8年

7年

6年

5年
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1
月
1 月 17日前後 「防災とボランティアの日」（災害想定プログラム）を友愛

訪問などで災害時の行動確認

1月 30日

ボランティアセンター 35周年記念事業
●第 7回ふれ愛ふくし祭の開催
●ボランティアセンター開設 35周年記念誌「ボランティ
アまいづるＰＡＲＴ 6」を発刊

2
月 2 月 15日～

3月 8日 在宅訪問型お話ボランティア養成講座の開催

2月 26日

防災減災講座の開催
●講演「災害時にも強い地域づくり～災害時配慮者支援の
必要性」
●佛教大学福祉教育開発センター講師 後藤至功氏

3
月 3 月 11日 東日本大震災

3月 18日 舞鶴災害ボランティア支援センターの開設

3月 25日 京都府北部５市精神保健ボランティア連絡会の開催（舞鶴
主催）

3月 9日～
16日 地域ふれあいサロンボランティア講座（全 2回）の開催

4
月 4 月～通年 お試し ! 出前サロンの開始

4月～ おはなしボランティア事業の開始

7
月 7 月～ 9月 障害児者地域生活サポートボランティア養成講座の開催

8
月 8 月 28日 第 22回ふれあいバザーの開催

10
月

10 月 14日
第 21回ボランティア活動フォーラムの開催
●「東日本大震災より学ぶ」
●障害者生活支援センター　相談員 山本  裕氏

10月 23日 まいてフェスタでのボランティア活動掲示

11
月

11 月 26日 ボランティア先進地視察研修の実施
●第 5回全国・小地域福祉活動サミット in 宇治

平成23年

防災減災講座の開催
避難所の運営は行政任せにしてしまっては
だめ !! やはり地域の私たち自身が運営して
いくという意識を持っておく必要があると
学びました。

第22回ふれあいバザー開催
みなさんの気持ちがあつまりました !!
子ども連れの家族も多く、名前のとおり、
あったかいふれあいのできたバザーとなり
ました。

まいてフェスタでのボランティア活動掲示
ボランティアグループの活動紹介や「ボラ
ンティアをしていてよかったこと」を飾り
つけし、多くの方に活動を知ってもらいま
した。

2/26

8/28

10/23
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1
月 1 月 17日前後 「防災とボランティアの日」（災害想定プログラム）を友愛

訪問などで災害時の行動確認

2
月

2 月 25日

防災・減災講座の開催
●講演「もし、わたしたちのまちで災害が起こったら…
　　　　　あなたは、何ができますか
　　　　～災害時、要配慮者への避難支援、避難所運営～」
●佛教大学福祉教育開発センター　講師 後藤至功氏

3
月 3 月 4日 ボランティアグループの枠を超えた地域活動への呼びかけ

　地域を見直そう地域懇談会～白浜台～

3月 17日

ボランティア活動をすすめる集いの開催
●講演「買い物に困っている人をなくそう～買い物支援が
つなぐ地域の絆～」
●京都女子大学　准教授 山田健司氏

高齢者見守り活動強化事業実施（府社協助成事業）

6
月 6 月 26日 第 9回精神保健ボランティア連絡会への参加

7
月 7 月 11日 ボランティア交流会の開催

7月～ 3月 点字ボランティア養成講座の開催

8
月 8 月～ 9月 障害児者地域生活サポートボランティア養成講座の開催

9
月

9 月 23日

障害児者地域生活サポートボランティア養成講座
　フォローアップ活動相談会の開催
●講演　つなサポ運営委員会事務局長 橋本伸子氏
●活動相談、情報提供

10
月 10 月 21日 まいてフェスタにてボランティア活動紹介掲示

11
月 11 月 13日 「認知症の人の家族を援助する会」厚生労働大臣表彰を受賞

11月 16日
防災・減災意識啓発事業
●パネルディスカッション
　～東日本大震災から防災を学ぶ～

12
月 12 月 6日 おはなしボランティア事業報告・意見交換会

12月 21日
第 22回ボランティア活動フォーラムの開催
●講演「つながる　地域とボランティア」
●京都光華女子大学准教授 石井祐理子氏

平成24年

ボランティア交流会
登録ボランティアグループ 50 人が参加、
情報交換を行い交流しました。

「認知症の人の家族を援助する会」
厚生労働大臣表彰　受彰
昭和 58 年から介護者の立場としての電話
相談や在宅での援助、体験談やアドバイス
を行い、相談・生活支援に取り組んでこら
れました。

7/11

11/13

地域を見直そう地域懇談会～白浜台～
町内の登録ボランティアと自治会役員、民
生児童委員がそれぞれの得意なことを自分
の住む地域の中でも生かして行ければと、
今後の連携を約束しました。

3/4
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平成25年 

1
月 1 月 17日前後 「防災とボランティアの日」（災害想定プログラム）を友愛

訪問などで災害時の行動確認

1月 12日 先進地視察研修の開催
●第 6回全国・小地域福祉活動サミット in KOBE・兵庫

3
月 3 月 2日 「きょうと地域福祉実践交流会 IN綾部」への参加

3月 3日

防災・減災に関する講演会
●講演「今、地域社会が求めている地域福祉の構築を目指
して～防災・減災につながる支えあい～」
●特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター事務局長
　芝田宇佐男氏

3月 4日

ボランティア活動をすすめる集いの開催
●講演「犯罪被害者支援について考える」
●犯罪被害者遺族
　京都犯罪被害者支援センター事務局長 冨名腰由美子氏
　京都府警察本部警務課犯罪被害者支援室職員

3月 19日

地域ふれあいサロン活動者研修交流会の開催
●講演「誰もが集えるサロンを目指して」　佛教大学福祉教
育開発センター講師 金田喜弘氏
●実践発表「あったかサロンの知恵袋」　サロン活動者

高齢者見守り活動強化事業実施（府社協助成事業）

6
月 6 月～ 3月 点字ボランティア養成講座の開催

7
月 7 月 19日 ボランティア交流会の開催

7月 25日 障がい児者地域生活サポートボランティア養成講座の開催

8
月 8 月 31日 第 24回ふれあいバザーの開催

9
月

9 月 18日～
26日

舞鶴災害ボランティアセンターの開設
●公益社団法人舞鶴青年会議所、ＮＰＯ法人ガバナンス舞
鶴、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会の 4者で立ち上
げ
●登録グループへの協力呼びかけ、センター運営への協力

10
月

10 月 11日
第 23回ボランティア活動フォーラムの開催
●講演「見えない世界を生きるとは」
●松永信也氏

11
月 11 月 27日 ボランティア先進地視察研修の実施

●福祉のまちづくり研究所（兵庫県神戸市）

※平成25年度（平成25年5月実施）で食事サービス事業従事者の検便を終了　※平成24年度（平成25年1月実施）で防災とボランティアの日（災害想定プログラム）を終了

第6回全国・小地域福祉活動サミットin KOBE
舞鶴市から 30名が参加。
地域づくり、貧困、福祉教育についてを勉
強してきました。

障がい児者地域生活サポートボランティ
ア養成講座の開催
一般の方や高校生も参加し、障がい児者の
介助方法や、ボランティアのマナーについ
て学びました。

平成25年ボランティア活動フォーラム
中途失明された、松永先生が、障がいと向
き合い、受け入れられるまでのお話をお聞
きしました。

7/25

1/12

10/11
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平成26年
1
月

1 月 23日

地域ふれあいサロン活動者研修交流会の開催
●講演「回想法実践者養成講座（基礎）～回想法の効果と
技法から」
●神戸女子大学健康福祉学部准教授 津田理恵子氏

1月～ 3月 地域支えあいサポーター対人援助基礎講座の開催

3
月

3 月 5日

ボランティア活動をすすめる集いの開催
●講演「誰もが集える地域の居場所作り講座～まちの縁側
作りの先駆者に聞く !」
●まちの縁側クニハウス&まちの学び舎ハルハウス代表理
事 丹羽國子氏

3月 6日

地域ふれあいサロンボランティア講座の開催
●講演「誰もが集える地域の居場所作り講座
　　　～舞鶴のふれあいサロン活動と立ち上げのいろは～」
●サロン活動実践者

4
月

4 月～

ボランティアセンターあり方検討の開始

訪問見守りボランティア強化事業実施（府社協助成事業）

5
月 5 月～ 2月 点字翻訳ボランティア養成講座の開催

5月 15日 常設型災害ボランティアセンター設置
〈構成団体の一つとして参画〉

7
月 7 月 24日 障がい児者地域生活サポートボランティア養成講座の開催

8
月 8 月 1日 ボランティア交流会の開催

8月 31日 第 25回ふれあいバザーの開催

11
月 11 月 21日 地区ボランティア総会～中舞鶴地区～の開催

12
月 12 月 1日～

12日 地域支えあいサポーター対人援助基礎講座の開催

12月 3日 運営委員視察研修の実施
●あやべボランティア総合センターへ（京都府綾部市）

ボランティア活動をすすめる集い開催
ボランティアグループを運営していく上で
のコツや、リーダーや仲間がいること、リー
ダーシップ、ミッションなど、たくさんの
智恵やヒントを教えていただきました。

地区ボランティア総会～中舞鶴地区～開催
中舞鶴地区のボランティア・民生委員・自
治会・包括などの関係機関が『ボランティ
アの把握している課題で今後取り組みたい
こと』『それぞれの現場でボランティア活動
するために必要だと思われること』を話し
合いました。

運営委員視察研修実施
あやべボランティア総合センターで活動報
告、意見交換を行いました。
ボランティアが運営している施設の紹介な
どがありました。

3/5

11/21

12/3
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1
月

１月～

ボランティアセンター運営委員会に３つの分科会を設置
●ボランティアセンターあり方検討分科会
●ボランティアセンター記念事業検討分科会
●ボランティアセンター記念誌等検討分科会

2
月

2 月 25日
地域ふれあいサロン活動者研修交流会
●講演「サロンで明日から使える介助方法」
●真愛の家 寿荘 施設福祉部部長 田淵健雄氏 他

3
月

3 月 7日 地域防災・減災講座
●講演「赤十字防災セミナー」

4
月 4 月 22日 第 1回布集め、入所施設に提供

7
月 ７月 24日 ボランティア交流会開催

8
月 ８月 29日 第 26回ふれあいバザー開催

10
月

10 月 11日 ボランティアセンター開設４０周年記念事業
「ボランティアフェア in まいづる」を開催

11
月 11 月 17日 第 2回布集め、入所施設に提供

平成27年

ボランティアセンター開設40周年を記念して
「ボランティアフェアinまいづる」を開催いたしました。
多くの方が来場されました。

ボランティアフェア
inまいづる

布集め
初めての取り組みで本当に布が集まるのか不
安の中、受付当日を迎えましたが、多くの皆
様から計1,505 点もの布をご提供いただき、
市内の入所施設5か所にお届けいたしました。

ボランティア交流会
ボランティアは普段なかなかグループ同士
が出会う機会がありません。そこで、交流
や情報交換をする機会にと、毎年交流会を
開催しています。

ふれあいバザー
ボランティア活動をより充実させるための
研修や活動資金づくりのため、ふれあいバ
ザーを開催。皆様のご協力で多くの活動資
金が集まりました。

4/22

7/24

8/29

ステージ発表
ボランティアによるよさこい踊りや、楽
器演奏のステージ発表でボランティア活
動を知ってもらい、ボランティアと市民
や事業所との縁結びの機会にもなりまし
た。

体験コーナー
牛乳パックを使ったヨーヨーの作り方を
子供たちへ伝え、楽しんでもらいました。
その他、要約筆記、アイマスク体験、手
話教室、手芸・絵手紙作りなど様々な体
験コーナーがありました。

Caféコーナー
模擬店では丹後寿司・おはぎ・ぜんざい・
シフォンケーキ・コーヒー・しそジュー
スなどを販売いたしました。
大盛況でした。
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｜ 【特集】 舞鶴市ボランティアセンターあり方検討 ｜

平成27年10月で開設40周年を迎える舞鶴市ボランティアセンターは、
これまでの積み重ねを踏まえつつ、さらなる発展と社会貢献を視野に、
今後のあり方を検討する。

舞鶴市ボランティアセンターの今後のあり方を考える
～舞鶴市ボランティアセンター４０周年記念事業「あり方検討分科会」活動報告～

現状把握
　現状を把握するため、市民アンケー
ト（対象100人）、福祉施設アンケート
（対象62施設）を実施。ボランティア
センター登録グループに対してはボ
ランティア交流会で直面する課題を
ヒアリング調査。更に当事者を支援す
る団体へヒアリング調査を行い、現状
データを収集しました。

現状分析・課題検討
　現状分析を進めますと、舞鶴市民はボランティアに対する意識が非常に高いことがわかりました。
　調査した方の72%がボランティアをしたことがあると回答。したことがない方の中でも40%は
ボランティアをしてみたいと回答されました。まとめると、全体の84%以上がボランティアをし
たことがあるか、してみたいと考えているということがわかりました。
　また、分析を進める中で運営委員だけでなく外部の有識者に入っていただくことが必要と考え、
京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科石井祐理子
准教授にアドバイザーをお願いしました。
　平成27年9月11日には石井准教授を舞鶴にお招きし、
舞鶴市ボランティアセンターが抱える課題の整理と方
向性についてご講義をいただくと共に、意見交換を行
い今後の方向性を考えました。
　意識が高い市民の皆さまの力をボランティアへ結び
つけるのが、私たちボランティアセンターの役割であ
ると考え、「舞鶴市ボランティアセンター活動宣言」に
まとめました。

目的

平成27年1月19日に第1回会議を開催した後、月に一回程度継続的に開催。
現状把握分析を行い、課題を抽出、その解決策を探り、今後のあり方を検討してきた。

検討会議

橋本副委員長を分科会長とし、本田委員、脇坂委員、大瀧委員の４名メンバー

〈市民アンケート〉 〈ボランティア交流会〉

〈石井准教授との意見交換会〉
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｜ 【特集】災害ボランティア ｜

ボランティア活動中の若者たち

東日本大震災

災害ボランティアとして ～被災地支援の取り組み～

平成
23年

　太平洋の海底を震源とするマグニチ
ュード9.0の史上最大の地震が発生し
ました。
　この地震により、場所によっては波
高10m以上、最大遡上高40.1mにも上
る巨大な津波が発生し、東北地方と関
東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被
害をもたらしました。

　3月18日に特定非営利活動法人ガバ
ナンス舞鶴、公益社団法人舞鶴青年会
議所、舞鶴市、舞鶴市社協が中心となり、
舞鶴災害ボランティア支援センターを
立ち上げました。救援物資受付や救援
物資提供、舞鶴発のボランティアバス
派遣、入浴設備設置、現地復旧活動な
どに多くのボランティアが参加しました。

被災地の様子

舞鶴を出発する救援物資 被災地に入浴設備を設置

紀伊半島豪雨災害（新宮市）平成
23年

　平成23年台風12号により和歌山県では
55名の死者・行方不明者の犠牲がでました。
　新宮市では午前4時までの1時間に
132.5ミリの猛烈な雨を観測。土砂災害や
熊野川の氾濫による家屋等の浸水が発生し
ました。

　舞鶴災害ボランティア支援センターでは舞鶴発の
ボランティアバスを派遣しました。泥だし、廃棄物搬
出などの復旧活動に、多くの皆様の協力をいただき
ました。ボランティアへの労い等の言葉
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災害ボランティアとして ～被災地支援の取り組み～

台風18号災害平成
25年

　平成25年台風18号の影響で由良川水源地
帯に大量の雨が降ったため、由良川沿いで多数
の床上や床下浸水が発生しました。

　これまでの活動を基礎とし、平成２６年５月に常設型の「舞鶴災害ボランティアセンター」
を立ち上げました。

　初めて舞鶴市ボランティアセンターも加わり、
舞鶴災害ボランティアセンターを開設し、のべ
1,166名のボランティアの受け入れ、208世帯
への支援活動を行いました。

甚大な被害

舞鶴市ボランティアセンターが行った
炊き出し

災害ボランティアに参加した多くの学生たち

舞鶴災害ボランティアセンター開設への会議

ボランティア受付

舞鶴市ボランティアセンターが行った

舞鶴災害ボランティアセンター

社会福祉法人
舞鶴市社会福祉協議会

総務・渉外・広報

舞鶴市
ボランティアセンター

ボランティア受付

特定非営利活動法人
ガバナンス舞鶴

マッチング・送り出し

公益社団法人
舞鶴青年会議所

資材管理・送り出し
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舞鶴市ボランティアセンター開設40周年記念誌を作成するにあたり、多くの方から
ご協力をいただきました。温かいご支援をありがとうございます。

　　ご協力いただいた方々 （敬称略 順不同）
個 人

賛助金ありがとうございました

荒　井　晴　美
飯　田　昌　子
池　田　裕　子
市　瀬　和　歌
伊　藤　靖　枝
今　田　昭　男
岩　崎　佳　子
宇　野　信　子
江　宮　志げ子
大　瀧　和　子
太　田　陽　子
岡　田　幸　男
川　﨑　智津代

岸　本　紀美代
木　村　智　子
後　藤　邦　子
小　林　紀美子
古　保　禮　子
古　森　道　夫
今　野　令　子
坂　根　礼　子
柴　田　祐　子
柴　原　千　咲
鈴　木　貫　一
鈴　木　孝　子
増　池　ふさゑ

高　橋　都　子
瀧　村　壽　子
竹　内　和　子
多　田　弘　子
千　原　貞　子
長　井　倫　子
野　村　鶴　子
橋　本　偉　生
坂　　　明　美
藤　田　三重子
細　川　笙　子
前　田　多佳子
前　田　陽　子

松　岡　正　人
三　宅　あ　き
宮　森　千穂美
村　田　功　成
村　山　美紗子
森　　　喜美子
森　井　貞　子
森　下　　　正
山　下　美津枝
山　下　美代子
和　田　法　子
和　谷　雅　美

ボランティア団体
Maizuru Civic Club
あじさい会
あひるの会
五和会
おはなしキャラバンたんぽぽ
おはなし舞ポケット
切手収集ボランティア  夢
京田婦人会  ふきのとう
京都府女性の船「ステップあけぼの」舞鶴支部
こひつじ会
木もれ陽
生協福祉の会“秋桜”
精神障害保健ボランティア心の会
聖母ボランティア
地域ボランティア平ネットワーク
中舞鶴婦人会ボランティアグループ
ナツコラ会

ハーネス
人と動物とのふれあいボランティア ハーモニー
舞鶴運転ボランティアひまわり会
舞鶴ギター合奏団ボランティアグループ
舞鶴健康友の会
舞鶴在宅介護者の会
舞鶴手話サークル「つたの会」
舞鶴ゆうさい連
舞鶴要約筆記サークル「みみかき」
まこも会
溝尻白ゆり会
南舞鶴女性の会ボランティアサークル
民謡ボランティア照日会
むつぼし会
むつみ会
朗読ボランティアこだま会
朗読ボランティア木曜会

一 般
医療法人岸本病院  在宅ケアセンターハーティ
大森神社
株式会社いこい福祉 
株式会社京都銀行
京都北都信用金庫中舞鶴支店
こひつじの苑舞鶴
シオミ

社会医療法人社団正峰会  アザレア舞鶴
社会福祉法人大樹会
白絲濱神社
特別養護老人ホームグレイスヴィルまいづる
ホテルウェーブ舞鶴
舞鶴市身体障害者福祉センター
舞鶴文具株式会社
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伊　藤　靖　枝
岡　野　輝　夫
橋　本　偉　生
上　羽　宏　子
大　瀧　和　子
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森　井　貞　子
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木曜会
障害者社会参加支援ボランティアグループ ハーネス
舞鶴在宅介護者の会
舞鶴運転ボランティアひまわり会
南舞鶴女性の会ボランティアサークル
舞鶴献血ボランティア会ＡＯＢＡ
朗読ボランティアこだま会
要約筆記サークル「みみかき」
なかよし会
舞鶴ギター合奏団ボランティアグループ
岡田豊早春会
舞鶴手話サークル「つたの会」
舞鶴市レクリエーション協会

◎
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○

◎委員長　○副委員長
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　舞鶴市ボランティアセンターが開設されて今年で４０年
を迎えました。
　今年は引揚記念館がユネスコ世界記憶遺産に登録されま
した。この記念すべき年に、リニューアルされた引揚記念館
で４０周年記念誌の表紙を飾ることができ大変嬉しく思い
ます。
　また、多くの方々に賛助金を賜りました事、厚く感謝いた
しますと共に、お礼申し上げます。
　今後とも皆さまと共に手を取り合ってボランティアの輪
が大きく広がっていく事を願っています。
　　　　　　　　  舞鶴市ボランティアセンター　
　　　　　　　　  40周年記念誌等分科会長　伊 藤  靖 枝

氏　　名 所属・ボランティアグループ 領　域 所属分科会

編

ご案内図

集 後 記

-
記念誌等分科会長
記念事業分科会長
あり方検討分科会長

記念事業
あり方検討
記念誌等
記念誌等
記念事業
あり方検討
記念事業
記念誌等
あり方検討
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