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なかはらボランティアセンター
（福祉パルなかはら内）

【公共交通機関】 
ＪＲ南武線・横須賀線・東急東横線  武蔵小杉駅より徒歩１０分
※ 駐車場がありませんので車での来所はご遠慮ください。   

　今年は台風が多く、日本各地で
台風の被害がありました。台風被害も含め、災害の
ニュースを見るたびに、ボランティアさんの必要性を
強く感じます。今回の「チャレボラ」のような機会を
通して多くの方々に、ボランティアについて、被災
地について、福祉について関心を持っていただければ
大変嬉しく思います。（H）

編集後記

この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。 この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。
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Popolareとは、イタリア語の「市民」や「民間」を意味する言葉で、「私たち（市民）の手で
作っていきたい、身近なボランティア情報を届けたい」という想いが込められています。
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社会福祉法人

川崎市中原区社会福祉協議会

なかはらボランティアセンター

〒211- 0067 川崎市中原区今井上町 1 - 34

TEL 722-5581／FAX 711-1260
URL  http://www.kawasaki-shakyo.jp/nakahara/     
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　ベテランのボランティア経験者が相談員となり、ボラン
ティアセンター相談窓口を設置しています。ボランティア
活動希望・ボランティア派遣依頼等、ボランティアに興味
のある方、気軽にご連絡ください。

開設日 	 毎週火・木曜日　第2・4土曜日　　　　
	 午後1時30分より午後4時まで
電　話 	 044-722-5581

なかはらボランティアセンター相談窓口

「ボラ
ンティ

ア養成
講座」

を開催
いたし

ます！

参 加 費 無料
対　　象 中原区を中心として地域福祉活動に興味のある方

申込方法 来所・FAXにて、専用の申込書に必要事項をご記入
のうえ、下記までお申込みください。

日　時 12 月 11日（日）・２月 19日（日）
各 10：00～ 12：30

会　場 自家焙煎珈琲　華かんざし
定　員 各コース 15名（先着順）

なかはらボランティアセンター主催　

カフェボランティア養成講座

　「夏休み福祉・ボランティア体験学習“チャレボラ 2016”」をこの
夏に実施しました！中原区社協プログラムは６プログラムを行いまし
た。プログラムに参加した学生の声を報告します！！

温かいうどん、定番のハッシュドポテトに

温かい飲み物、地元の醤油蔵限定品の醤油

＆めんつゆ、ヒマラヤ岩塩を販売します！

平成 28 年12月２日 ●金  ３日 ●土  

（公財）神奈川県社会復帰援護会　オアシス井田
中原区井田中ノ町 41－７　TEL：044－789－9743

※ 詳しい講座の内容と申込書は、中原区社協・区内関係機関の窓口もしくは、
　 中原区社協ホームページ（http://www.kawasaki-shakyo.jp/nakahara/index.cgi）からダウンロードできます。
※ 受講の方には、後日、案内を送付させていただきます。

 問合せ・申込み 
〒 211－0067　川崎市中原区今井上町１－34 和田ビル１階
TEL 044－722－5581・5500　FAX 044－711－1260
中原区社会福祉協議会　地域課（なかはらボランティアセンター）

真心込めて作った製品

を販売します！

日用品や手作り手芸品を販売します！

掘り出し物があるかも！？

当事者スタッフが活動紹介します！（30 分程度）

是非お気軽にご来所ください！

ハズレなしの抽選会を開催！

オアシスフェスタ第12
回

報告チャレボラ 2016
自主製品販売

軽食・調味料販売
抽 選 会

オアシスガイドさん

バザー用品・手芸品販売

10：00～15：00　雨天決行

主催

コーヒーを豆からいれるのは初めてだったので、楽しかったです。コー
ヒーのいれ方も１から丁寧に教えてくださったおかげで上手にいれら

れるようになった気がします。このカフェでお手伝いをして１番印象に残っ
ているのはお客さまとのお話です。お話を通して、このカフェが人と人と
をつなぐ場所であり、お客さまを元気にしているということが分かりまし
た。そのような素敵な場所でお手伝いができて本当に嬉しいです。 
　 

最初は上手く話せるか心配だったけど、お年寄りの皆さんが気さくで明
るい方が多かったので、楽しく話すことができました。誰でも足を運

んでいいということなので、私もいつか足を運びたいと思いました。素敵
なカフェになるように頑張ってください！

学生ボランティアの方のほとんどが、日常的に高齢者の方と
接することがないと聞きました。自分自身とはかけ離れた世
代のお客様に対して、「おもてなし」役をやっていただきました。私は正直驚きました。どんなはお話をした
らよいのか、相当とまどい緊張してしまうと思っていたのですが、実際は学生さん全員が自分なりに言葉を
探しながらお客様と歓談していたのです。これはちょっと勇気のいることです。他者とコミュニケーションを

成立させるには、どんなに年齢が離れていても同じ人間同士であるという意識と自分から一歩先に出る気構えがないとで
きないからです。これからも頑張ってください。

スタッフの
方からの
コメント

コーヒーを淹れながら地域の居場所づくり体験
平成28年７月20日（水）・８月10日（水）　各９時～ 13時

原案：ポポラーレ編集委員
イラスト：モモリアキヨ



ポポラーレに掲載するボランティア情報を募集します。ボランティアに来て欲しい、ボランティアとして活動
したい団体さんはいませんか？　希望する団体さんはご連絡ください！

『ボラ情ひろば』に記事を載せてみませんか？

この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。
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この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。

＊ 活 動 メ ン バ ー 募 集 ＊

＊ ボランティア募集 ＊
NEW NEW

ボラ情ひろばボラ情ひろば

皆さんがとても優しく話しかけてくれて、緊張がほぐれ、楽しく活動することができました。障がい者の方々と
のふれあいということで、どうすればよいかと思っていましたが、楽しい雰囲気で迎えてくださり、良い経験

になりました。

ボランティアの方に来ていただき、とても楽しい充実した時間を持つことができました。チャレボラに
参加したことで、「私たちのような施設があること・精神障がいの病気のこと」などに興味を持っていた
だけると、とても嬉しいです。私たちもボランティアの方から新しい発想や元気をいただき、またこう
いう機会があったらぜひお願いしたいと思いました。本当にありがとうございました。

昨年応募してはずれてしまったので、今年当たった時はとても嬉しかったです。実際体験してみると、思ったよ
りも大変でした。子どもをあやすのが特に大変で、お母さんの気持ちもよく分かりました。でも、楽しかった

です。また機会があったらぜひやってみたいです。

当日は神社の境内での外遊び、
リズム運動や動物の面をつけ
て打楽器と合わせて歩いたり、
走ったりと子ども達と遊び、
明るく楽しく過ごすことがで

きました。また、お誕生祝もキーボードの
生演奏でいつもと違う雰囲気の中でサロン
を開催できました。男子学生の受け入れは
初めてでしたが、終わるころには男の子ど
もから人気者になってましたよ。

ＮＰＯ法人　あかね
内　容　事業所における障害者の方々のサポート
日　時　９：00 ～ 17：00 の間いつでも
場　所　ＮＰＯ法人あかね
　　　　（高津区千年 818 サンライフ橘１階）
問合せ・申込み　担当：山崎
　　　　　　　　TEL　７９９－２２３４

白楊園
内　容　イベント（フェスタインポプラ）のお手伝い
時　間　平成 28 年 11 月 26 日（土）
　　　　９：00 ～ 15：30
場　所　社会福祉法人育桜福祉会　白楊園
　� （西加瀬 10- ３）
問合せ・申込み　担当：大河原・久慈
　　　　　　　　TEL�４２２－００１８

介護老人福祉施設すみよし
内　容　�洗濯ものたたみ、入浴後の整容、レクの補

助、話し相手、その他。（ご相談ください。）
時　間　ご都合の良い日や空いている時間
場　所　介護老人福祉施設すみよし
� （木月祗園町２-１）
問合せ　担当：中山　
　　　　TEL　４５５－０８８０

福祉の会　うらら
内　容　�高齢者のデイサービスにて、デイサービス

利用者との交流（月、火、木、金、土曜日
は麻雀参加希望）

時　間　月～土曜日　10：00 ～ 16：00　
　　　　午前、午後のみでも可
場　所　福祉の会うらら
　　　　（小杉御殿町１-873- １御殿町コーポラス１階）
問合せ　担当：曽我部　
　　　　TEL　７３８－１３３８

さくらんぼの会
内　容　�精神障害者の地域生活（園芸、ウォーキン

グ、料理、イベント応援等）支援のボラン
ティア

時　間　毎週木・金曜日　他特定せず
場　所　カシオペア、地域活動支援センター他
問合せ　代表：渡辺
　　　　TEL　４１１－２７５５　

移送ボランティアなかはら 21
内　容　�中原区社協保有の福祉車両で車いすの外出

をお手伝いする運転ボランティア
　　　　※活動する曜日・時間は希望できます。
問合せ　中原区社協　地域課　移送サービス担当
　　　　TEL：７２２－５５００

小さな子どもと関わるのはとても久しぶりで、とても緊張しました。小さな子ほど面倒をみるのが大変で、子ど
もの面倒をみる仕事をしている人はすごいと思いました。これからも子どもとふれあう機会があったら、また

参加したいです。本当にありがとうございました。

当日は突然の会場変更で、いつもと違っ
た場所での開催となり慌ただしい準備に
なりましたが、係のお仕事を積極的にこ
なし、スタッフの親子に対する気配り、心
配りにもちゃんと気づいてくれました。赤

ちゃんを抱っこして一緒に遊んだり、笑ったり、なまの
ふれあいによって母性が目覚めたのではないでしょう
か？参加したママから「中学生に自分の子育て経験を話
すことで、親になった自覚、命の大切さ、家族を持つこ
との喜びを実感しました。」と感想をいただきました。

スタッフの
方からの
コメント

スタッフの
方からの
コメント

「わいわいクラブ」で保育ボランティア体験 平成28年７月26日（火）
９時～ 12時

スタッフの
方からの
コメント

障がい者施設で利用者さんと体験＆交流 平成28年７月21日（木）・８月４日（木）
各９時～ 15時半

「パパママパーク・こすぎ」で保育ボランティア体験 平成28年７月23日（土）
９時～ 12時


