ボランテ ィア情報
■「スルーネットピンポン」教室のご案内

日時：8月19日(金)、26日(金）17：30〜19：30
場所：長野中央介護センターつるが 1階多目的室
問：反貧困ネット長野（金井）
TEL：070-6988-2771（月〜金 9:00〜17:00）

スルーネットピンポンは目が見えない人も見える人も共
に楽しめる卓球です。見える見えないに関わりなく同じ
ルールで競い合うことが出来、初めての方も楽しめます。
日時：9月17日(土）13：30〜16：00
場所：長野盲学校 長野市北尾張部321
問：長野盲学校（塩崎）
TEL：026-243-7789

お知らせ
■お産なんでもトーク８月
うむうむネットの定例おしゃべり会。8月はパステルアー
ト体験をしながら、なんでもトークしたいと思います。
お気軽にご参加ください。
日時：8月30日(火）10：30〜12：00
場所：ふれあい福祉センター４階和室
問：お産を語る会 うむうむネット（牛山)
TEL：090-4212-8167

いつも傾聴でんわ
哀しかった・辛いな・嬉しいことがあった…
どんなことでもお話しください。

℡

■医者に頼らない健康!!

026-225-0404

月・土

環境汚染も病気になるのにも原因があります。医者に頼
るのでは無く、一人ひとりが情報を持ち予防しましょう！！
皆様の参加をお待ちしています。
日時：8月20日(土）13：30〜
場所：安茂里公民館実習室/定員：20人
参加費：300円/締切り：8月20日(土）
問：健康な未来を考えるSowing.net（高遠）
090-2179-9741
TEL：026-227-6769/FAX：026-227-6919
メール：Sowingnet＠gmail.com

14:00〜18:00 水

14:00〜21:00

インターネット放送局「ながのＴＶ」の生放送番組
(毎月第２火曜日19時〜)

長野ボランティアステーション
8月9日は夏休み特別企画かも？？
http://www.ustream.tv/channel/naganotv1

お問い合わせは naganotv＠gmail.com まで
★出演者募集中★

■無料なんでも相談会

長野市ボランティアセンターヘ

どんなことでもご相談ください。生活保護申請のお手伝
いや、各種制度の紹介もします。生活物資提供や昼食交
流会も行います。
日時：9月7日(水）10:00〜13:00
場所：長野市中央隣保館
問：反貧困ネット長野（金井）
TEL：070-6988-2771（月〜金）9:00〜17:00

ご寄付ありがとうございました!
ハガキ、切手、テレフォンカード､ベルマーク等
(6月18日〜7月20日）
日本郵便信越支社総務・人事部、長野市財政部・資産税課
シニアアクティブルーム、着物紫の会、瀧澤行政書士事務所、
ながのコロニー福祉工場、長野日本大学高等学校、松下信彦

長野市ボランティアセンターで開催する
ちょこっとボランティアの場です
問：長野市ボランティアセンター TEL：026-227-3707

♪ グ リ ー ン ボ ラ ・カ フ ェ

♪ エコ封 筒 を作 ろ う

♪ 切 手 の 小 箱 サロン

8月23日（火）

古いカレンダーを再利用して

チーズやお菓子の空き箱に古切手を

野菜の収穫祭

封筒を作ります。

貼ってステキな小箱を作ります。の

9月6日(火) 10:00〜12:00
10月4日(火) 10:00〜12:00

んびりゆっくり、おしゃべりしなが

参加費300円
9月20日(火)
クラフト

両日とも13:30〜15:30

ら、楽しい時間を過ごしましょう。

9月 9日(金）13:30〜16:00
10月14日(金) 13:30〜16:00
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募

集

■グリーンボランティア募集
水内荘は障がい者施設です。自然豊かなところで利用者
方が伸び伸び過ごせるよう緑の手入れを手伝ってくださ
る方を募集しています。ぜひ、ご連絡ください。
日時：9月1日(木)、15日(木) 9：00〜11：00
場所：水内荘/問：水内荘ボランティア係 (瀧澤)
TEL026-257-2194

■ひとり暮らしシニアのための
わくわくランチタイム
ひとりで食べるより、みんなで食べたい、そんなひとり
暮らしシニアのみなさん わいわい作って、おいしく食
べる 楽しい時間を過ごしませんか？
日時：9月26日(月）10：00〜13：00/場所：長野市
ふれあい福祉センター 調理室/対象：60歳以上の一人暮
らし高齢者/講師：上野マリ子さん（管理栄養士）
参加費：700円/申込：9月7日(水)〜9月14日(水)(先着順)
問：長野市社会福祉協議会 地域福祉課（阿部・松野）
TEL：026-227-3030

■農業体験者募集中
楽しみながらのお手伝いで、身体を動かし健康に、そし
て信州の美味しい果物・お米をＧＥＴしよう！！
日時：農業繁忙期/場所：長野市真島町の農園
問：昭和100年の会（岸田政則）/TEL：080-2032-0070
HP：http：//www.e-furusato.jp
■ランナー募集
今大会からハーフ種目ができました。3㎞（小・
中学生）の部門は、すでに締め切りました。
ご検討中の方は、早めにお申し込みください。
日時：11月13日(日)/場所：若穂中央公園
多目的グラウンド/問：ながのとびっくランin
わかほ実行委員会(小林)/TEL：050-3583-5881
■マラソン大会ボランティア募集

イベント
■neko塾始まりまーす
長野市を中心に活動している団体が、猫の問題でお困
りの方々の相談を受けたり、解決にむけての策を一緒に
考える講座です。
日時：8月25日(木）9月27日(火）10月25日(火）
19：00〜21：00/場所：もんぜんぷら座
問：ねこの命をつなぐ会（関）
TEL：090-2731-0780
■第９回玉音放送と戦争体験を聞く集い
平和のトビラが開かれた玉音放送を聞き、92歳のシベリ
ア抑留体験、小中学生での軍事訓練やお国のためと中学
校を1年繰り上げ卒業させられた体験等戦時下の実相を
語ります。
日時：8月15日(月）13：30〜15：50
場所：TOiGO長野市生涯学習センター3階第1.2学習室
問：自分史を綴り語り継ぐ会（細川）
TEL：026-237-9393

一緒に大会をサポート、盛り上げていただける方をお待
ちしています。主な活動は、会場準備、片付け、選手受
付、会場案内、誘導、荷物預り所、給水等です。
日時：11月13日(日) 午前6:00頃/場所：若穂中央公園
多目的広場周辺/活動内容：メイン会場準備、設置、
片付け、選手受付、会場案内、誘導、荷物預かり所給水、
タッグ回収、参加賞の交付/問：ながのとびっくランin
■ソレアスの健康イベントのご案内
わかほ実行委員会（上野)/ TEL：090-8683-9700
夏の暑さにも慣れてきたころでしょうか？疲れをためな
い身体作りを一緒にソレアスでやりませんか？運動が苦
手な方でもぜひご参加お待ちしております。
日時：①8月9日(火）自宅でできるロコモ体操 13：00〜
15：00/②8月23日(火）足・腰リセット体操 13：00〜
■歌うヨガ
15：00/対象者：年齢制限ありません お子様同伴での
ご参加も可能です/参加費：300円（お茶のみサロン代）
歌うヨガとはリズムに乗せて歌を歌うことで、心と体・
場所：介護予防教室ソレアス
疲れをとりましょうというものです。かんたんなストレッ
問：介護予防教室ソレアス 080-3414-0763（下崎）
チも行います。ぜひご参加ください。
TEL：026-405-7824（ミクリデイサービスセンター）
日時：8月12日(金)、19日(金)、24日(水)
場所：ふれあい福祉センター4階 和室
■無料学習サポート きずなじゅく
問：ゴウランガ（大島)/TEL：080-4618-5387
教えるのは元教員、学生などのボランティア。一人の子
に一人のサポーターがつき、ていねいに教えます。おしゃ
べりもOK。友達やサポーターと楽しく過ごします。

講

座
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２０１６年

８月号
平成２８年度

ボランテイア・地域コーディネート力講座

第３回

まちの縁側講座
延藤安弘先生の軽妙な語り口の
幻トーク

（幻燈と話し）を聞き

ながら、まちの縁側・街づくりにつ
いて考えてみませんか？
日

時：平成２８年９月２４日(土）
１３:００〜１６:３０
場 所：西敬寺（長野市南堀336）
参加費：５００円 / 定 員：３０名

縁側には・・・
ひとをつなぐヒトがいます
ひとをつなぐモノがあります
ひとをつなぐコトがあります
講師

延藤安弘

氏

ＮＰＯ法人まちの縁側育み隊代表理事

平成２８年度 ボランティア・地域コーディネート力講座

第４回

〜 楽しくなる！地域のための魅力あるプログラムづくり 〜
地域や生活の中にあるさまざまなニーズや
課題に取り組み、解決に向かって実践する
ためのプログラムをつくる講座です。
≪講 師≫
山崎 富一

即実践するためのプログラム
づくりを学びましょう！！
日

氏

時

場 所
参加費

NPO法人
笑顔せたがや事務局長

平成28年1０月６日（木）
９：３０〜１６：３０
長野市ふれあい福祉センター
1,000円 ／ 定 員 20名

※事前課題の提出があります。
◆◆◆

長野市ボランティアセンター

問い合わせ・申し込み

◆◆◆

ＴＥＬ：026 - 227-3707 ＦＡＸ:026-224-1513

ボランティアセンターへの相談
（6月1日〜30日）

視覚障がい者への朗読ボランティアグループ「やまびこ会」による音

★ボランティアしたい…24件

ホームページ「ボランティアネットながの」でお聞きいただけます。

★ボランティア求む…30件

http://www.vnetnagano.or.jp/kawaraban/onyaku.htm

読版「ボランティアかわらばん」をインターネットに公開しています。

