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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 29 日（火）10：00～16：00 前日準備
5 月 30 日（水） 6：30～16：00 大会当日
※雨天時は順延のため、31 日・6 月 1 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）
【締 切】 4 月 27 日（金）
【その他】 大会当日は昼食をご用意します。
（29 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】
市社協地域支援係

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。

電話：272-4106

「平成 30 年度茨城県要約筆記者養成講座」受講生募集
茨城県では耳の聞こえない方、聞こえにくい方にその場の話を要約して文字で伝える「要約筆記者」を養成する
講座を開催します。要約筆記を手書きで行うものとパソコンで行うものがあります。講習会終了後、登録試験を
行い、合格者は茨城県要約筆記者として登録する資格が得られます。

【開催期間】 平成 30 年 5/19，5/26， 6/2， 6/9，6/23， 6/30， 7/7， 7/21， 7/28， 8/4，8/25，
9/1，9/8，9/29，10/6，10/13，10/20，10/27，11/10，11/17，12/1，12/8，12/15，12/22
パソコン実技・講義 10：30～12：30
手書き・パソコン共通 13：30～16：30
【募集人数】 30 名
【場
所】 土浦市亀城プラザ（土浦市中央 2 丁目 16 番 4 号）
【受 講 料】 (1)手書き実技＋必修講義 16,000 円 (2)左記(1)に加えパソコン実技 26,000 円
テキスト代実費＜上下＞ 3,400 円くらい （講習開始後支払）
【申込期間】 平成 ３０年４月２日（月）～４月２０日（金）まで
【申込方法】 ご希望の資料代をお振込の上、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、FAX 番号、
パソコン受講希望の有無を明記の上、下記までご送付ください。
【問 合 せ】 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ要約筆記講座係
〒310－0844 茨城県水戸市住吉町 349 －1 休館日：月曜日午後，火曜日全日，祝日
TEL：029-248-0029 FAX：029-247-1369 HP アドレス：http://www.center-yasuragi.or.jp/

いきいき茨城ゆめ国体 2019

ひたちなか市ボランティア
競技おうえん隊

募集

「いきいき茨城ゆめ国体 2019」開催に向けて，全国から訪れる選手や観戦される皆さんを温かくお迎えするために，一緒に
活動していただく「ボランティア」と，みんなで競技を応援観戦し，盛り上げていく「競技おうえん隊」を募集します。皆様のご協
力をお待ちしております。

【「ボランティア」募集内容】
■運営ボランティア
競技会の運営・準備をお手伝いいただきます。競技会場での受付，休憩所でのドリンクサービスの対
応，お弁当の配布，会場整理，駐車場の案内などの係があります。
■広報ボランティア
国体開催の周知・啓発を図る PR イベント等でお手伝いいただきます。広報，PR 活動のほか，記録収
集などを行います。
■競技おうえん隊
陸上競技とサッカー（女子）の全国から参加する選手を，観覧席にてみんなで応援していただきます。
【応募要件】
市内在住，通勤，通学している方で活動日に中学生以上の個人及び団体の方。
「競技おうえん隊」は，年齢の制限はありません。
【募集締切】
平成 31 年 8 月 31 日（土）まで
募集人数に達した場合は，受付を終了します。
【募集方法】 「申込書」 に必要事項を記入し，郵便，ファクス，メール，又は下記の場所に持参してく
ださい。※「申込書は体育施設、各コミュニティセンター等、社会福祉協議会にあります」
【申込み・問合せ先】
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川 2 丁目 10 番 1 号
いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会 ひたちなか市実行委員会（国体推進課内）
TEL：029-212-3471 FAX：029-212-3881 E メール：kokutai@city.hitachinaka.lg.jp

「わくわくニュースポーツ推進員養成講習会」受講者

募集

シニア世代の生きがいと健康づくりのために、ニュースポーツを！あなたもニュースポーツを学び、地域で生き生きと活躍してみませんか。

【目

的】 高齢者の健康の保持、増進と相互の交流を深めるため、ニュースポーツの知識及び技術を習得

した指導者を養成します。７日間以上出席した方には、わくわくニュースポーツ推進員養成講習会修了証授与。
【募集締切】 平成３０年５月１日（火）まで
【募集定員及び応募資格】 (１)募集定員２５名

(２)応募資格概ね６０歳以上の方

【講習期間及び履修時間】 (１) 講習期間 平成３０年５月１８日（金）から８月３１日（金）までのうち１０日
(２) 履修時間 計４０時間 （１日４時間 １０：００～１５：００）
【実施方法】 １種目につき２日間（２時間～６時間）の講習を行います。
【競技種目】 シャフルボード、ユニカール、グラウンド・ゴルフ、ペタンク、オーバルボール バッゴー、ディスコン、
ニチレクボール、輪投げ、ラダーゲッター、マンカラ フライングディスクゴルフ （含 レク式体力チェック）
【開催場所】 開催場所 日立市久慈川日立南交流センター 〒３１９－１２３４ 日立市大和田２２０８
【申込み・問合せ先】 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 茨城わくわくセンター

〒310-0851 水戸市千波町１９１８ 茨城県総合福祉会館３Ｆ TEL：029-243-8989 TEL029-244-4652

木下財団

助成募集

【助成目的】 障がい者支援を行う規模の小さな団体や NPO 法人等の非営利民間団体を対象とし、施
設の増改築および補修、備品等の調達に必要な資金の一部を助成します。
【助成対象】 関東１都６県（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬、栃木）にある NPO 法人、ボランテ
ィア団体など、障がい者支援を行う非営利団体。
【助成の概要】
⑴ 助成金額：総額８００万円
⑵ 助成限度額：３０万円(１件当たりの上限)
⑶ 助成期間：単年度事業とする。
【申込期間】
平成 30 年 4 月 2 日～5 月 31 日（必着です）
詳細はこちらにお問合せ下さい
【申込み・問合せ先】 社会福祉法人木下財団 事務局
〒104-0042 東京都中央区入船 3-2-7 第二明治ビル６F
TEL：03-6222-8927 FAX：03-6222-8937
E-mail：info@kinoshita-zaidan.or.jp
平成 30 年度ひたちなか市学習支援事業

ひ た ち な か 未 来 塾

ボランティア募集
未来に輝く子どもたちを応援しませんか？

市内の学校で放課後の空き教室を利用した学習支援事業「ひたちなか未来塾」で、子どもたちの勉強をサポ
ートし、健やかな成長を応援する学習支援ボランティアを募集します。子どもたちが楽しく学べる場を一緒につ
くっていきませんか？

【応募要件】 教員 OB，教員を志す方，大学生等（高専を含む），学習支援に興味のある方
※教員免許など特別な資格は必要ありません。
【活動内容】 小学校第 5・6 学年児童への学習支援等
【実施場所】 市内小学校１２校、火曜日から金曜日に１回ずつ実施
【実施期間】 平成 30 年 5 月（予定）～平成 31 年 3 月
各学校週１回、午後４時から午後６時まで２時間程度
【交通費等】 交通費等あり（詳細はお問合せ下さい）
【申込み・問合せ先】 市社会福祉課 東石川 2 丁目 10 番 1 号
電話：273-0111（内線）7205
FAX： 029-272-2940

第２０回茨城県ゆうあいスポーツ大会

お知らせ

障害者スポーツ大会

【日
【会

開催のお知らせです。次回のボランティア通信でボランティア募集します。
時】 平成 30 年 5 月 27 日（日） 開会式 10 時～
場】 ひたちなか市総合運動公園、笠松運動公園等

♪新しいボランティアグループのご紹介♪
暖話の会 福々

ミュージック of ハート

認知症サポーター養成講座を修了した
人を中心に、認知症をキーワードに「学び、
考え、行動」を基本に学んでいます。また、
認知症を私事としてとらえ、「お互い様」の
精神を広め、会話を主なツールに施設など
の認知症のある方々に、癒しと楽しみを届
けていく活動を目的としています。

高校生 3 人によるフルート、クラリネット、ア
ルトサックスのアンサンブルです。高校生な
ので平日の活動は難しいですが、土日や長
期休みなどを利用して、施設やイベント等
で演奏をしています。曲目は子供から高齢
者向けまで幅広く、みんなが楽しめる演奏
を目指してます。

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
【場
【協

時】平成３０年４月１６日（月） ９：１５～１０：４５
所】ひたちなか市総合福祉センター
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 ボランティアグループ 移動研修
7 日 東石川さん歩会
静峰公園（那珂市）

3 月 ボランティア連絡協議会 活動報告
2 日 役員会
13 日 運営委員会

12 日 那珂湊手話を学ぶ会
めんたいパーク・タカノフーズ
（大洗・小美玉市）
13 日 わだちの会
成田山新勝寺（成田市）

4 月 ボランティア連絡協議会 活動予定
3 日 監査
5 日 役員会
23 日 平成 30 年度 総会 13：30～
（会場：総合福祉センター）
※総会終了後は、交流会となります

「手と手と手」第７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７号が発行されました。
平成２９年度に行った交流会の様子、ボランティア活動の取り組みなど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。
「ボラ連のゆかいな仲間たち」の楽しい活動が盛り沢山掲載されています。ぜひご覧ください。

