ボランテ ィア情報
みんなで交じり合いましょう!!気軽に参加して下さい!
日時：10月23日(日)13：30〜16：00
場所：長野市三輪公民館/問：デイサービスそり芽(安藤)
TEL：026-239-7150

がんで声を失った韓国人テノール歌手と、彼を支えた日
本人の実話の映画化。声帯を失ってなおオペラ歌手とし
て再生を描く本作を通じ、熊本地震からの復興を願う。
日時：9月10日(土）①14：30〜②18：30〜
場所：長野市芸術館アクトスペース/問：有限会社 長野
映研(そやの・宮沢)/TEL：026-232-1226

■第16回

■平木コレクション生誕220年 歌川広重
の世界 東海道五十三次と江戸の四季

長野市障害者ゲートボール大会

生誕220年にあたる今年、広重の風景を「東海道五十三
次」、「名所江戸百景」からご覧いただきます。
日時：9月16日(金)〜10月16日(日)/場所：長野県信濃
美術館/問：長野県信濃美術館/TEL：026-232-0052

恒例のゲートボール大会です。個人参加もできます。多
くの方の参加をお待ちしております。なお、優勝チーム
は平成29年度県障害者スポーツ大会に出場します。
日時：10月23日(日)8：30〜/場所：南長野運動公園 ゲー
トボール場/対象：市内在住の60歳以上で、身体障害者
手帳をお持ちの人/参加費：なし/締切日：9月30日(金）
問：長野市障害者スポーツ協会(阿部、
大日方)/TEL・FAX：026-266-8834
メール：n-city.d.sports@ap.wakwak.com

■らくらく亭

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。

℡

彼岸寄席

026-225-0404

月・土

秋の一日を楽しく笑っていただければと思います。今回
は、5階の大ホールでお待ちしております。新人会員の
初出演もありますので、お楽しみ下さい。
日時：9月11日(日)13：00〜/場所：長野市ふれあい福祉
センター5階大ホール/問：長野らくらく倶楽部(米村)
TEL:090-1429-1470

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〜)

9月１3日は
「ウェルカム三才児プロジェクト」です
http://www.ustream.tv/channel/naganotv1

■婚活パーティー

お問い合わせは

10月は食欲の秋との出会いの季節！！あなたも
パーティーに参加しよう
日時：10月8日(土)15：00〜/場所：ホテル犀北館
本館2階/問：赤い糸の会(山口)/TEL:026-227-2298

naganotv＠gmail.com まで

★出演者募集中★
長野市ボランティアセンターヘ

お 知 らせ

ハガキ、切手、テレフォンカード､ベルマーク等
(7月21日〜8月20日）

■かいごの会合inそり芽

長野市消防局、(株)前田鉄工所、長野市保健所健康課、竹田
幸江、長野市駅周辺整備局、長野市文化財課、長野市介護保
険課、柳澤寛子、瀧澤行政書士事務所、長野南郵便局、日本
郵政グループ労働組合信越郵政支部、日本郵便(株)信越支社

すぺしゃる

「つどい場さくらちゃん」の丸尾多重子氏を講師にお迎
えして、介護の素晴らしさを語っていただきます！

CS推進・地域政策担当、長野市市民窓口課、西 勲（敬称略）

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

9月20日（火）プランターの

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

片付けとミニミニクラフト

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
10月18日(火)

園芸作業と

ボランティアのつどい事前準備

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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ボランテ ィア情 報
募 集

姿勢改善と言ったからだセルフメンテナンス入門講座で
す。地域サークルやストレッチ体操に活用できます。
日時：9月2日(金)、9月12日(月)、9月26日(月)
■SADサークルNagano ボランティア募集！
18:30〜20：30/場所：シニア運動施設・機能訓練型デイ
軽いあがり症〜過度なあがり症(社交不安症・SAD)の会。 サービスフィットネスライフ南長野/NPO法人いきいき・
SADは様々な心の病を引き起こします。病の予防を兼ね
のびのび健康づくり協会(林部)/TEL：090-2974-5527
た、サークル活動を楽しんで頂けるボランティア募集中！
日時：毎月第1、3日曜日/場所：ノルテながの/
■山﨑美津江さん講習会
活動内容：トーク・カフェ巡り・お出掛けイベント・映
家の整理は心の整理
画・演劇鑑賞・スポーツ/問：SADサークルNagano(宮下)
TEL：090-6539-1363
キッチンから始める整理収納活用そうじ。
家もすっきり心もすっきり。暮らし上手は
■ふれ愛ながの婚活
楽しみ上手。あなたもご一緒にいかがですか！
日時：9月10日(土)午前の部：10:00〜11:45
「夢先案内人」登録研修会
午後の部：13:30〜15:15/場所：長野友の家
結婚を希望する市民の方を応援する、地域
問：長野友の家(鈴木)/TEL：026-285-3192
や職場の「世話焼きさん」を募集します。
登録研修会受講により自動登録となります。
■造園・園芸講座
ぜひ、ご参加ください。
精神や知的に障がいがある利用者の方と一緒に樹木の剪
日時：9月28日(水)PM2:00〜PM3:30/場所：長野市役所
定。庭木の手入れの知識・技術を学んでみませんか？
第2庁舎10階講堂/対象：長野市在住・在勤の20歳以上の
日時：10月3日(月）、4日（火）、6日（木）、7日（金）、
男女/参加費：無料/申込締切日：9月21日(水)/問：長野
11日（火）、12日（水)/ 場所：社会福祉法人 絆の会
市こども未来部マリッジサポート課(丹内)
悠友ハウス/問：社会福祉法人 絆の会 悠友ハウス(市川)
TEL:026-224-8639/ FAX：026-224-8569
メール：marriage-s@city.nagano.ne.jp
TEL：026-237-5131

■実用書道募集要項(本年度後期用10〜3月)

■福祉のお仕事

世界に誇れる和文書道の小筆字の美しさを世の方々に知っ
ていただくための目的。漢字（楷書、行書）、かな等を
習い、和歌、俳句、手紙等自分の手で表現できるように
していく。
日時：8月10日〜9月30日/場所：長野市ふれあい福祉
センター/申込締切日：9月25日(日)/問：実用書道
(美しい和文書道の会)(日野鐡二)/TEL：026-233-2259

介護の資格はあるけれど、介護分野へのお勤めしていな
い方、一日の講座で介護分野への復職を考えるきっかけ
をつくりませんか？(事前の申し込みが必要です)
日時：9月17日(土)9：45〜15：40
場所：篠ノ井市民会館/問：長野県高齢者生活協同組合
(土屋)/TEL：026-217-3601

講 座
■動いて脳を活性化！
認知機能向上のための健康づくり
「シナプソロジー普及員養成講座」
脳機能が高められると考えられているシナプソロジーは
介護予防教室・公共施設など様々な場面で幅広く導入さ
れています。
日時：9月23日(金）18：00〜19：30/場所：シニア運動
施設・機能訓練型デイサービス フィットネスライフ南
長野/問：NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会
(林部)/TEL：090-2974-5527

■手軽・身軽・気軽にできる体操・3軽
エクササイズ 機能改善体操セミナー
自分の手でからだを磨く簡単な体操。腰痛・膝痛肩こり・
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復帰ミニ講座

■読み聞かせの本選びと読み方
〜基本を押さえて本の魅力を伝えよう〜
「読み聞かせわくわくハンドブック」著者の代田氏が
講師です。基本を押さえ本の魅力を伝えて行きましょう。
お気軽に参加下さい。これから始めたい方もどうぞ。
日時：10月2日(日)13：30〜16：00/ 場所：長野市
ふれあい福祉センター5Fホール/対象：読み聞かせ
ボランティアを始めたい方、活動している方
講師：代田知子氏 三芳町立図書館長
参加費：800円位
問：おはなし広場(渡辺)
TEL/FAX：026-296-4065

イベント
■映画「ザ・テノール真実の物語」
チャリティ上映会

２０１６年

９月号
10月号は9月30日(金)発行予定。情報掲載希望は9月16日(金)までにお問合せください。〈℡：026-227-3707〉
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ボランティア募集！

★当日運営ボランティア
10月23日(日)

★前日準備ボランティア

内容：会場設営・受付・会場案内
写真撮影・会場片付けなど

10月22日(土) 午後１時〜５時
内容：会場設営など

長野市ボランティアセンター

（7月1日〜31日）

参加グループも
募集中です！！

※23日のみ昼食持参
◆◆◆

ボランティアセンターへの相談

午前８時〜午後４時

問い合わせ・申し込み

◆◆◆

ＴＥＬ：026 - 227-3707 ＦＡＸ:026-224-1513

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
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。

★ボランティアしたい…36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…47件

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

