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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。   

　「ポポラーレ」の編集に初めて
参加して、多くの方が色々なボランティアに熱心
に取り組んでいることを強く感じました。同時に
この情報誌を、もっと多くの人の目に触れ、もっ
と読んでいただけるにはと、深く考え込んでいま
す。（Ｋ)

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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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

平成29年度

マスターによる淹れ方のお手本 グループごとに練習

最後は自分たちの淹れたコーヒー
で歓談とボランティア情報交換！

代表者になった参加者が全員分の
コーヒーを淹れるチャレンジ！

報告

原案：ポポラーレ編集委員
イラスト：モモリアキヨ

　12月11日（日）・２月19日（日）自家焙煎珈琲華かんざしを会場と
して、カフェボランティア養成講座を開催しました。高齢者の方等へ
のボランティア活動においてコーヒーを淹れる際に役立つドリップ式
での美味しいコーヒーの淹れ方を習得する内容で、華かんざしのマス
ターと奥様からご指導いただき、合計24名の方が参加しました。

●  こうやって勉強してからだと自信もつ
くので活動しやすいです。

●  お店のマスターと奥様の人柄に感動
しました。そういう方が淹れたコー
ヒーを飲んでみたいと思いました。

●  講座を通して色々な活動をしている方
と知り合えました。

中原区社協での保険加入の問合せ 地域課　℡044-722-5500まで

http://www.fukushihoken.co.jp/ 検索●全社協ボランティア保険の補償内容など詳しい内容については

ボランティア保険加入の受付が始まっています！

参加者の感想

参加者のみなさんお疲れ様でした！
なかはらボランティアセンターでは、今後も
このようなボランティア活動のきっかけにな
るような講座を開催する予定です！
お楽しみに！！

　ボランティア行事用保険　
　国内で行われる地域福祉活動やボランティア活
動の一環として行われる各種行事の参加者の怪我
や対人事故及び対物事故による主催者の損害賠償
責任を補償します。
　補償期間は、 行事開催日中となり、 行事期間
中の述べ参加者数×保険料で加入となります。

Ａプラン
（宿泊なし）

Ｂプラン
（宿泊あり）

Cプラン
（宿泊なし）

Ａ１ 28円 １泊２日 239円 １日28円
（最低料金：560円）

Ａ２ 126円 ２泊３日 293円   Ａ１との違い  
①往復途上の補償：無
②名簿の添付：無Ａ３ 248円 ３泊４日 298円

　ボランティア活動保険　
　国内でのボランティア活動中に、外来の
事故により怪我をされた場合の「傷害保険」
と第３者の身体または財物に損害を与え、法
律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任
保険」をセットにした保険です。
　補償期間は、加入受付翌日から平成30年
３月31日までとなっており、年度ごとに更
新手続き（申込）が必要となります。

Ａプラン Ｂプラン

基本タイプ 350円 510円

天災タイプ
（基本タイプ＋地震・

噴火・津波）
450円 710円

ポポラーレの広報に協力してくださる方を募集しています。
・ポポラーレを置いてくださる施設やお店
・ポポラーレをブログやホームページで紹介してくださる方
ちょっとしたスペースでできる社会貢献にいかがですか？
ご希望・ご興味がおありの方はご連絡ください。

『ボラ情ひろば』に掲載する
ボランティア情報を募集して
います。希望の方はご連絡く
ださい！

情報紙の編集・発送作業、記事の執筆・インタビュー
をしてくれるボランティアさんを募集しています。
一緒に情報紙を作りませんか？

ポポラーレを紹介してみませんか？

編集部員大募集
 なかはらボランティアセンター 

ボランティア保険の加入手続きは、中原区社会福祉協議会（福祉パルなかはら）窓口で受付しております。

掲載記事を募集します！

TEL 722-5581 ＦＡＸ 711-1260

カフェボランティア
養成講座を開催しました！

連絡先



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 ＊

NEW

ボラ情ひろばボラ情ひろば

NEW

NEW

NEW

ボランティアスキルアップ講座
（視覚障害編）を

中原区グループホーム協議会　　　　
内　容　�グループホームが主催する認知症カフェの

ボランティア募集
　　　　①アマチュアバリスタ�
　　　　②フロアで配膳・下膳等
条　件　①交通費が出せないので近隣の方
　　　　②�毎月第４木曜日の9時30分～ 12時30分の

時間に都合がつく方
時　間　毎月第４木曜日９時30分～ 12時30分
場　所　宮内公民館１階（宮内３-９-５）
問合せ　グループホームゆう和�
　　　　担当：岡
　　　　TEL�７４１－２５５３

ライズ児童デイサービス　平間　　　
内　容　�小学生から高校生の障がい（発達障がいや身

体障がい）のある６～18歳の方のサポート
　　　　�一緒に遊ぶ、創作・クッキングのお手伝い、

外出のサポートなど
条　件　子供の成長を共に見守りお手伝いいただける方
　　　　資格不問
時　間　平日13時30分～ 17時30分
　　　　土日祝日９時～ 16時
場　所　ライズ児童デイサービス平間（中丸子584－3）
その他　交通費支給あり
問合せ　ライズ児童デイサービス平間
　　　　担当：半田　
　　　　TEL�７５０－８３６１

万葉のさと　梶ヶ谷　　　
内　容　デイサービスにおけるボランティア
　　　　（レクリエーションのお手伝い）
日　時　９時30分～ 16時30分
　　　　※不定期・短時間可。（応相談）
場　所　万葉のさと�梶ヶ谷（高津区新作１-21-16）
持　物　上履き
問合せ　万葉の里�梶ヶ谷
　　　　担当：大多和・井出
　　　　TEL�８６２－８８９１

ボランティアグループ　さくら会
内　容　高齢者のふれあいサロン活動
日　時　毎月第１木曜日
場　所　市ノ坪町内会館
問合せ・申込み　担当：渡辺
　　　　TEL�４２２－２０１４

川崎実年ボランティアの会
内容　�一芸ボランティアなどレクリエーションボラ

ンティアとして高齢者施設等で活躍できる方
を募集しています。

問合せ　担当：伊藤（いとう）
TEL�２１１－８４８４
　　０９０－８８０３－１８０６

なかはらパンジー隊
内　容　中原区のご当地体操
条　件　�月２回から、１回あたり半日でできる活動

です。ご家庭の状況、ご自分の体調に合わ
せて…地域の人と交流したい方、体を動か
し健康づくりをしたい方

時　間　活　動　午前10時～ 11時
　　　　定例会　第３木曜日10時～ 12時（区役所５階）
活動場所　中原区内いこいの家　　
問合せ　代表：�田中　
　　　　TEL�４１１－４４１６

＊ ボランティア募集 ＊

　なかはらボランティアセンターでは、毎週火曜日と木曜日なら
びに第２・第４土曜日の午後1時30分から午後4時まで福祉パル
なかはらにおいてボランティア相談窓口を開設しています。こ
の窓口の特徴は「先輩ボランティア活動者」がボランティア相
談員として経験やネットワークを活かし、ボランティアしたい方
や募集したい方等からの相談を受けているということです。ボ
ランティア相談員はボランティア活動の一環として相談員を行っ
ていますので、ボランティア経験があればどなたでも担う事が
できます。
　相談員はローテーションで活動するので、窓口に来るのは月に約１回程度で、他に毎月第２土曜
日の11時から定例会を行い、ボランティア情報や相談ケースの検討を行っています。
　興味のある方は下記までご連絡ください！！みなさまからのご連絡をお待ちしてます♪

ボランティア相談員 募集中!

〒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）

　３月15日（水）福祉パルなかはらを会場として、ボランティアスキルアップ講座（視覚障害
編）を開催しました。ボランティア活動に役立つ視覚障害についての知識と接し方を学ぶ内容で、
当日は10名の方に参加いただきました。

問合せ

開催しました！

　始めに、盲導犬ユーザーの藤田重男さんと白杖を利用されてい
る鈴木宏泰さんからゲストスピーカーとして「普段の暮らし」「普
段困っていること」「ボランティアにお願いしたいこと」について
お話をいただきました。お二人ともスポーツ等で日頃アクティブに
活動しており、受講者のみなさんは驚かれていました。

参加者のみなさまお疲れ様でした！また講座に参加してください♪

報告

　次に、福祉ネットワーク協会の田川和子さんより視覚障害の方に
ボランティアとして付添い歩行する際の基礎知識を以下の内容でお
話いただきました。
● 情報提供は的確に適切に（例：「あっち」「こっち」では伝わらない）
●  基本姿勢、方向転換の方法、狭い場所を通る方法、段差の上

り下りの方法、いすに座る方法、乗り物に乗る方法

　基礎知識を習った後、２人１組でのアイマスク歩行体験を屋内
階段と屋外で行いました。ちょっとした段差や下り坂が怖く感じ
るので、具体的な状況を言葉で分かりやすく伝える事が大事だと
思ったという感想や、相手への信頼関係が築かれていることが大
切だという振り返りが参加者よりありました。


