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高ク連会長杯スポーツ大会

ボランティア募集

【日 時】 5 月 28 日（火）10：00～16：00 前日準備
5 月 29 日（水） 6：30～16：00 大会当日
※雨天時は順延のため、30 日・31 日のボランティアも募集します。
※1 日のみでもお申込み可能です。
【場 所】 ひたちなか地区 多目的広場（新光町 46 番）
【締 切】 4 月 26 日（金）
【その他】 大会当日は昼食をご用意します。
（28 日の準備時の昼食は各自でご用意ください）
【申込み・問合せ先】 市社会福祉協議会 平日（9 時から 5 時）
地域支援係 電話：272-4106

グラウンドゴルフ、輪投げ、ペタンク、ゲー
トボールの 4 種目を競うスポーツ大会です。
前日の会場準備や当日の大会運営をお手伝
いしてくださるボランティアを募集します。

茨城県障害者スポーツ・文化協会
陸上強化練習会補助ボランティア募集
身体障害・視覚障害のある選手が参加する練習会での、受付・記録表の記入・移動の補助をして
いただくボランティアです。
【日 時】 5 月 11 日（土） 9：00～12：30
【場 所】 笠松運動公園 補助陸上競技場（佐和 2197-28）
【締 切】 4 月 19 日（金）
【申込み・問合せ先】 市社会福祉協議会 平日（9 時から 5 時）
地域福祉係

電話：029-274-5135

FAX 029-275-0606

障害者理解促進事業

ボッチャ体験交流会

ボッチャとは、ヨーロッパで生まれた脳性マヒや身障者に向けて生まれたスポーツで「究極のバリア
フリースポーツ」です。2020 年のパラリンピック競技にもなります！
【日 時】 5 月 18 日（土） 午前 9 時～午後 3 時
【会 場】 松戸体育館（松戸町２－６－１）
【対象者】 市民の方どなたでも
【募集人員】 25 名
【募集締切】 4 月 18 日（木）
【申込方法】 社協窓口、電話、FAX、E メールいずれかでお申込みください。
【申込・問合せ先】
市社会福祉協議会 平日（9 時から 5 時）
電話：274-5135

FAX：275-0606

スポーツボランティア講座
～スポーツボランティア活動のやりがいや魅力を知り、基礎を学びます。～
【日 時】 5 月 19 日（日）午前 9 時～午後 3 時 講義・実技（吹き矢体験、ハンドアーチェリー等）
6 月 29 日（土）午前 10 時～12 時 30 分 ボランティア体験
【会 場】 旧那珂湊二高跡地体育館（5/19：牛久保 1-10-18）
松戸体育館（6/29：松戸町２-６-１）
今後、スポーツ関係のボランティア

【対象者】 ボランティアに関心のある方
をしてみたい方、スポーツに関心が
【募集人員】 20 名
ある方、お気軽にご参加下さい！
【募集締切】 5 月 10 日（金）
【申込方法】 社協窓口、電話、FAX、E メールいずれかでお申込みください。
【申込・問合せ先】 市社会福祉協議会 平日（9 時から 5 時）
電話：274-5135 FAX：275-0606

災害ボランティアセンターより
第 14 回静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練について
静岡県ボランティア協会主催による災害図上訓練に参加しました。この訓練は
図上とありますが、「頭上」訓練とも言い静岡方式ともいわれています。ご存知かも
しれませんが、静岡県は南海トラフ、東海沖地震、富士山があるため、14 年前か
ら実施しているそうです。また、静岡県独自に「ふじのくに防災士養成講座」を実
施しており、今回もたくさんの防災士の方々と災害ボランティアコーディネーターが
参加していました。訓練というよりは、グループワークを中心に情報交換と多様な
考え方を共有するといった内容でした。
また、事例報告では茨城 NPO センターコモンズの横田氏による常総災害後の
地域活動の報告がありました。災害ボランティアというと瓦礫や泥かきのイメージ
がありますが、その後の地域支援として、コミュニティの再生が必要となります。そ
の支援には様々団体の力が必要となります。そのため日頃からの様々な機関との
顔のみえる関係づくりが必要と感じました。

募集！
申請受付中
【目

赤い羽根共同募金の

地域福祉特別助成事業

的】 市民の皆さんの企画・参画する、地域社会でのたすけあい活動や支え合い活動など、地域福祉の活

性化を目的とする事業に助成を行います。
【助成対象】自治会，町内会，ＮＰＯ法人，ボランティアグループ，子育て支援グループ，子供会，障がい児・者等の
親の会・家族会，女性会，ふれあいいきいきサロン，社会福祉協議会等
【助成対象事業】 特別助成Ａ ○高齢者、障害者、生活困窮者などを支援する事業活動
○県民の地域福祉・ボランティアに対する理解を深める事業活動など
特別助成Ｂ ○防災・防災対策を促進するための事業活動
○地域交流を目的として行う事業活動 など
【助成額】

特別助成Ａ 50 万円以内で、申請事業に係る費用のうち 2 割以上の自己負担があること
特別助成Ｂ 30 万円以内で、申請事業に係る費用のうち 4 割以上の自己負担があること

【助成対象とならないもの】 （１）施設や車輌の整備や購入に係る費用
（２）グループ・団体の管理運営的経費
（３）グループ・団体の当事者活動費
（４）サロン、食事サービス等の事業について月１回以上の開催がないもの
（５）その他茨城県共同募金会が不適当と認めたもの
【申込み方法】 「地域福祉特別助成」申請書に必要書類を添付し、郵送または持参により下記に提出してください。
※応募様式は「茨城県共同募金会」のホームページからダウンロードして下さい。
【募集期限】 2019 年 6 月 14 日（金）までに茨城県共同募金会必着
【申込み・問合せ先】

申込は市社協まで！お問い合わせ下さい。

茨城県共同募金会ひたちなか市共同募金委員会
ＴＥＬ：274-5135 FAX：275-0606

E メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp

2019 年度

いばらきテーマ型使途選択募金参加団体を募集
～自分たちの集めた募金が自分たちへの助成金になります！～
【参加団体の要件】 団体の所在地、活動拠点が県内にあり、団体設立後１年以上の活動実績がある団体。ま
た、共同募金の一環として、広く募金を呼びかけることができる団体とします。
【対象となる活動分野】 公的制度では解決できない具体的な地域課題・社会課題の解決に取り組む活動を対
象とします。
【助成額】 原則として団体に寄せられた募金を全額対象とします。
【募集締切】 ２０１９年６月１４日（金）必着
詳細はこちらにお問合せ下さい
【問合せ・申込先】 茨城県共同募金会
〒310-0851 茨城県水戸市千波町 1918 茨城県総合福祉館内
電話： 029-241-1037 FAX：029-244-1993 ＨＰ：http://akaihane-ibaraki.jp/
担当 阿久津 E-mail：akutsu@akaihane-ibaraki.jp

大和証券福祉財団助成金について
CoderDojo は 7〜17 歳の子どもを対象にしたプログラミング道場です。2011 年にアイルランドで始まり、世界で
は 100 カ国・1,900 の道場、日本では全国に 150 以上の道場があります (2018 年 9 月)
ひたちなか市には「コーダー道場ひたちなか」があり、小学生等にプログラミングの楽しさを通じて、興味をもって
もらえるように各種講座を実施しているボランティア団体です。
今回は大和証券福祉財団様から助成金をいただき、ロボットを購入してプログラミング体験を行いました。小さ
なロボットですが、自走するモーターをはじめスピーカー、ライト、無線、障害物センサー、傾斜度センサー等などた
くさんの機能が詰まっています。まず、使う前の初期プログラムをみんなで行いました。その後は各自自由にプログ
ラムを行い、ロボットを動かしました。初めは前にしか進まなかったロボットを「戻ってくるようにしなくちゃ」と言い、後
進するプログラムを新たに入れ直していました。この速さはさすがだなと思いました。使用するプログラムもスクラッ
チと言ってアイコンで分かりやすく、誰にでも取り組むことができます。興味のある方はお問合せください。
【CoderDojo 道場 Ｈitachinaka （コーダー道場ひたちなか）】
https://coderdojo-hitachinaka.sakuraweb.com/https://www.facebook.com/coderdojo.hitachinaka/

輸血を必要としている患者さんのために、皆さんの温かいご協力をお願いします。
～献血は誰かに強制されるものではなく、献血者の皆様の善意からなるボランティアです～
☆献血カードをお持ちのかたは、献血にお越しになる際、ご持参ください。
☆初めての方は、ご本人確認のため免許証のご提示をお願いしています。
【日
時】平成３１年４月１５日（月） ９：１５～１０：４５
【場
所】ひたちなか市総合福祉センター
【協
力】ひたちなか市（記念品提供）

※必要採血人数１２名様です。宜しくお願いします。
3 月 ボランティア連絡協議会 活動報告
13 日 運営委員会

4 月 ５月 ボランティア連絡協議会 活動予定
４月 10 日 役員会
４月 22 日 2019 年度 総会 13：30～
（会場：しあわせプラザ）

3 月 ボランティアグループ 移動研修
12 日 ハンドトーク
（カバヤ食品関東工場 → 常陸大宮市方面）

※総会終了後は、交流会となります
5 月 8 日 運営委員会 13：30～
（会場：市総合福祉センター 3Ｆ大会議室）

「手と手と手」第 9 号が発行されました
ひたちなか市ボランティア連絡協議会広報紙「手と手と手」第 9 号が発行されました。
ボランティア連絡協議会の活動内容が掲載されています。
総合福祉センターや市内コミュニティセンター、老人福祉センター等に置いてあります。

