
【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど
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至神明通り

会津若松市社会福祉協議会
ボランティアセンター

〒965-0873 会津若松市追手町5-32
Tel0242-28-4030　Fax0242-28-4039

http://www.awshakyo.or.jp
E-mail aizu@awshakyo.or.jp

郵 便 は が き

恐れ入ります
が62円分の
切手をお貼り
ください。
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社会福祉法人 会津若松市社会福祉協議会
ボランティアセンター

会津若松市
ボランティア学園

入園案内2018年度

★
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市文化センター
市勤労青少年ホーム
老人福祉センター 希らら

会津若松社協
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（１）修得単位　　　
　　〈 初等課程 〉　５単位
　　〈 専門課程 〉　学科、各ゼミとも10単位
　　※各課程とも、指定実習活動を行った場合、１回毎に５単位を加算します。
（２）卒業に必要な修得単位
　　〈 初等課程 〉　15単位以上
　　〈 専門課程 〉　20単位以上

は じ め に

　私たちは、先の東日本大震災とその後の被災者支援活動を通し
て、改めてボランティア・市民活動の力を再認識しました。
　また、市民の方々と協働して、市「地域福祉計画」や社協
「地域福祉活動計画」を進める上で、地域ボランティアは大き
な戦力と捉えています。
　地域づくりは「人づくり」です。

　ボランティア学園は、人を慈しむ、リスペクト(尊重)する心を育むとともに、ボ
ランティア活動への関心と実践に向けた環境づくりを進めます。
　また、「ボランティアがボランティアを育てる。学園から広がるボランティアの
輪」をモットーに、学びだけでなく、学園生の居場所や仲間づくりの「場」を創り
出すとともに、実際の活動へつないでいく“仕掛け”など、工夫を凝らした学園運営
を図ってまいります。

会津若松市ボランティア学園
学園長   品　川　満　紀

学　園　案　内

修得単位及び卒業に必要な単位

（１）初等課程　　
　　〈 入園金・授業料 〉　1,000円（ボランティア活動保険料を含む）
（２）専門課程　　
　　〈 入園金 〉　1,000円（ボランティア活動保険料を含む）
　　〈 授業料 〉　学科、各ゼミとも年2,000円
　　※入園金、授業料とも税込みの料金です。ゼミの複数受講は可能です。
（３）学費の免除
　　18才未満の方は、入園金、授業料が無料となります。
　　また、障がい者の方は、入園金、授業料とも半額となります。

入園金及び授業料等

学園が指定する実習活動の実績に応じてポイントを付与します。ポイントは修学旅行時の旅費
等に充てることができます。

入園、受講をご希望の方は、電話又は所定の申込書に必要事項をご記入の上、
ＦＡＸ、郵便はがきでお申し込みください。

ポイント制度

学園生や卒園生には、随時、ボランティア活動の募集情報等をメールなどで案内します。

活動の場の情報提供

受付期限

入園、受講の申込み方法

学園生が自己啓発を目的として、資格取得や自主的な研修を行う場合、研修経費の一部を助成
します。

奨学金制度

〈 初等課程 〉　20名
〈 専門課程 〉　学科、各ゼミとも15名
※各課程とも、定員を超えた場合は抽選となります。

定　員

平成30年5月12日（土）午後１時　老人福祉センター「希らら」
特別講話「市政探訪」 室井照平 会津若松市長

入園式

（１）　市民及び市内に通勤又は通学する方
（２）　市外の方で、ボランティア・市民活動に関心があり、学園長が認めた方　

入園要件

平成30年3月1日（木）。郵送の場合は、当日消印まで有効です。

【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど
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（１）修得単位　　　
　　〈 初等課程 〉　５単位
　　〈 専門課程 〉　学科、各ゼミとも10単位
　　※各課程とも、指定実習活動を行った場合、１回毎に５単位を加算します。
（２）卒業に必要な修得単位
　　〈 初等課程 〉　15単位以上
　　〈 専門課程 〉　20単位以上

は じ め に

　私たちは、先の東日本大震災とその後の被災者支援活動を通し
て、改めてボランティア・市民活動の力を再認識しました。
　また、市民の方々と協働して、市「地域福祉計画」や社協
「地域福祉活動計画」を進める上で、地域ボランティアは大き
な戦力と捉えています。
　地域づくりは「人づくり」です。

　ボランティア学園は、人を慈しむ、リスペクト(尊重)する心を育むとともに、ボ
ランティア活動への関心と実践に向けた環境づくりを進めます。
　また、「ボランティアがボランティアを育てる。学園から広がるボランティアの
輪」をモットーに、学びだけでなく、学園生の居場所や仲間づくりの「場」を創り
出すとともに、実際の活動へつないでいく“仕掛け”など、工夫を凝らした学園運営
を図ってまいります。

会津若松市ボランティア学園
学園長   品　川　満　紀

学　園　案　内

修得単位及び卒業に必要な単位

（１）初等課程　　
　　〈 入園金・授業料 〉　1,000円（ボランティア活動保険料を含む）
（２）専門課程　　
　　〈 入園金 〉　1,000円（ボランティア活動保険料を含む）
　　〈 授業料 〉　学科、各ゼミとも年2,000円
　　※入園金、授業料とも税込みの料金です。ゼミの複数受講は可能です。
（３）学費の免除
　　18才未満の方は、入園金、授業料が無料となります。
　　また、障がい者の方は、入園金、授業料とも半額となります。

入園金及び授業料等

学園が指定する実習活動の実績に応じてポイントを付与します。ポイントは修学旅行時の旅費
等に充てることができます。

入園、受講をご希望の方は、電話又は所定の申込書に必要事項をご記入の上、
ＦＡＸ、郵便はがきでお申し込みください。

ポイント制度

学園生や卒園生には、随時、ボランティア活動の募集情報等をメールなどで案内します。

活動の場の情報提供

受付期限

入園、受講の申込み方法

学園生が自己啓発を目的として、資格取得や自主的な研修を行う場合、研修経費の一部を助成
します。

奨学金制度

〈 初等課程 〉　20名
〈 専門課程 〉　学科、各ゼミとも15名
※各課程とも、定員を超えた場合は抽選となります。

定　員

平成30年5月12日（土）午後１時　老人福祉センター「希らら」
特別講話「市政探訪」 室井照平 会津若松市長

入園式

（１）　市民及び市内に通勤又は通学する方
（２）　市外の方で、ボランティア・市民活動に関心があり、学園長が認めた方　

入園要件

平成30年3月1日（木）。郵送の場合は、当日消印まで有効です。

【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど
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【日　程】 全８回　13:30～15:30
  6／23(土） ボランティア什の教え
 ボランティア活動の基礎知識を学ぶ。
  7／26(木) 特別講座　福祉が壊す「地域の絆」

住民の福祉感の変革や「ボランティア」「市民活動」「社
会参加」等の言葉の持つ意味、本当の「見守り」や「支え
合い」とは何かを学ぶ。

  7／27(金) 9:30  特別講座「リーダーの心得（役割と視点）」

　地域活動を担うリーダーやコーディネーターの養成講座。新たな視点から福祉
課題の解決や地域の助け合い活動の本質について知識を深めます。

専門 地域ボランティアリーダー養成学科講座番号２

傾聴 傾聴ボランティアぜみな～る講座番号３

　不安、孤独、悲しみ・・・。そんな時、人は話を聴いてもら
うだけで、心がすっと軽くなります。
　相手の話に耳を傾け、「聴く」ことで相手の心に寄り添う傾
聴の基本を学びます。桜の聖母生涯学習センターが充実したカ
リキュラムにより基礎知識から実践研修、傾聴力のスキルアッ
プまで指導します。
【日　程】 全８回　13:30～16:30

● 基礎講座
  4／15(日) 傾聴ボランティアの意義
  5／13(日) 寄り添うことの重要性
  6／24(日) 感情コントロール・対人関係構築のコツ
 ～ ロールプレイ ～
  7／22(日) 傾聴ボランティア「実践を通して」
  8／26(日) 共感の重要性
● 実習　あいづ小さな風の会会員と傾聴の実践研修
● アフターケア講座
  9／  9(日) 困った時こそ
10／14(日) ８：00  傾聴ボランティア「実践を通して」　
 福島市桜の聖母短大での受講。昼食はおいしいランチを楽しむ。
11／11（日） まとめ

【講　師】 傾聴ボランティアトレーナー岡安詔子・桜の聖母短期大学准教授兼生涯学習センター長
　　　　 三瓶千香子ほか
【受講後の活動先】 あいづ小さな風の会での活動など

基礎 初  等  課  程講座番号１

　「ボランティアはやってみたいが、不安もあって踏み出せない」
「楽しく学びたい。できれば仲間づくりもしてみたい」
　ボランティア学園なら、みんなでやるから怖くない。先生がそば
にいるから安心して実践できる。自分に合った活動も見つけやす
い。楽しいからみんな友達になれる。あっという間の１年ですよ。
【日　程】 全10回　10:00～12:00

  5／16（水） ボランティアを楽しむ
 ボランテイア活動の基礎知識を学ぶ。
  6／  6（水） 認知症と向き合う
 基礎講座とみなづるでの介護実習。
  7／  8（日） 一緒に走ろう！歩こう！
 伴走、伴歩を通した障がい者・児との交流活動。
  8／26（日） 7:00  災害支援ボランティア活動を知る
 市防災訓練での体験活動。
  9／12（水） 無理のない家族介護
 デイサービスセンターでの介護体験を通して介護スキルを学ぶ。
10／20（土） 18:00  特別講座「夜学のつどい」

時事講話の後、市長や社協会長を囲み、地酒とご当地食材で楽しむがやが
やトーク。

11／17（土） 13:30  特別講座「知って役立つハーブの世界」
12／12（水） 13:30  いざという時の救急入門講座
 救急救命士による緊急処置知識を学ぶ。
  2／13（水） 福祉体験教室
 車いす等の体験を通して、介護・支援活動を学ぶ。
  3／  1（金） コミュニケーション援助術
 講義後、会津大学食で昼食。午後は産学イノベーションセンター等を見学。

【講　師】 市地域支援ネットワークボランティア・会津大学短期大学部木村淳也講師ほか
【受講後の資格・活動】 市地域支援NWVや市ボラ連への登録・活動、障がい者支援施設、認知症カフェなど

【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

リーダーとしての活動、人を活かすグループ運営のコツ、コミュニケー
ション等について考える。

  8／  3(金) 7:30  視察研修「先進の地から学ぶ」
  9／  5(水) 特別講座「プロが伝授するパンフ・チラシのデザイン術」
 見やすい、分かりやすい催事パンフレット等の作り方を学ぶ。
10／10（水） レクリエーションゲームを楽しもう

コミュニケーションマージャンなど、サロンでも活用できる様々なレク
リエーションゲームを学ぶ。

11／  1(木) 特別講座「本気の支え合いづくり」
「住民歴書」「エゴマップ」など、地域資源の活用や資源のつくり方、つなぎ
方等を学ぶ。

11／ 2(金) 9：00  特別講座「私たちが目指す地域像」
これまでのワークショップや事例検討を通し、地域リーダーとしての活
動スキルを学ぶ。

【講　師】 ご近所福祉クリエーター酒井保ほか
【受講後の資格・活動】 地域サロンサポーター、地区社協推進員として登録、活動（予定）など

豊川智美先生

酒井保先生

木村淳也先生

三瓶千香子先生岡安詔子先生

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど
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【日　程】 全８回　13:30～15:30
  6／23(土） ボランティア什の教え
 ボランティア活動の基礎知識を学ぶ。
  7／26(木) 特別講座　福祉が壊す「地域の絆」

住民の福祉感の変革や「ボランティア」「市民活動」「社
会参加」等の言葉の持つ意味、本当の「見守り」や「支え
合い」とは何かを学ぶ。

  7／27(金) 9:30  特別講座「リーダーの心得（役割と視点）」

　地域活動を担うリーダーやコーディネーターの養成講座。新たな視点から福祉
課題の解決や地域の助け合い活動の本質について知識を深めます。

専門 地域ボランティアリーダー養成学科講座番号２

傾聴 傾聴ボランティアぜみな～る講座番号３

　不安、孤独、悲しみ・・・。そんな時、人は話を聴いてもら
うだけで、心がすっと軽くなります。
　相手の話に耳を傾け、「聴く」ことで相手の心に寄り添う傾
聴の基本を学びます。桜の聖母生涯学習センターが充実したカ
リキュラムにより基礎知識から実践研修、傾聴力のスキルアッ
プまで指導します。
【日　程】 全８回　13:30～16:30

● 基礎講座
  4／15(日) 傾聴ボランティアの意義
  5／13(日) 寄り添うことの重要性
  6／24(日) 感情コントロール・対人関係構築のコツ
 ～ ロールプレイ ～
  7／22(日) 傾聴ボランティア「実践を通して」
  8／26(日) 共感の重要性
● 実習　あいづ小さな風の会会員と傾聴の実践研修
● アフターケア講座
  9／  9(日) 困った時こそ
10／14(日) ８：00  傾聴ボランティア「実践を通して」　
 福島市桜の聖母短大での受講。昼食はおいしいランチを楽しむ。
11／11（日） まとめ

【講　師】 傾聴ボランティアトレーナー岡安詔子・桜の聖母短期大学准教授兼生涯学習センター長
　　　　 三瓶千香子ほか
【受講後の活動先】 あいづ小さな風の会での活動など

基礎 初  等  課  程講座番号１

　「ボランティアはやってみたいが、不安もあって踏み出せない」
「楽しく学びたい。できれば仲間づくりもしてみたい」
　ボランティア学園なら、みんなでやるから怖くない。先生がそば
にいるから安心して実践できる。自分に合った活動も見つけやす
い。楽しいからみんな友達になれる。あっという間の１年ですよ。
【日　程】 全10回　10:00～12:00

  5／16（水） ボランティアを楽しむ
 ボランテイア活動の基礎知識を学ぶ。
  6／  6（水） 認知症と向き合う
 基礎講座とみなづるでの介護実習。
  7／  8（日） 一緒に走ろう！歩こう！
 伴走、伴歩を通した障がい者・児との交流活動。
  8／26（日） 7:00  災害支援ボランティア活動を知る
 市防災訓練での体験活動。
  9／12（水） 無理のない家族介護
 デイサービスセンターでの介護体験を通して介護スキルを学ぶ。
10／20（土） 18:00  特別講座「夜学のつどい」

時事講話の後、市長や社協会長を囲み、地酒とご当地食材で楽しむがやが
やトーク。

11／17（土） 13:30  特別講座「知って役立つハーブの世界」
12／12（水） 13:30  いざという時の救急入門講座
 救急救命士による緊急処置知識を学ぶ。
  2／13（水） 福祉体験教室
 車いす等の体験を通して、介護・支援活動を学ぶ。
  3／  1（金） コミュニケーション援助術
 講義後、会津大学食で昼食。午後は産学イノベーションセンター等を見学。

【講　師】 市地域支援ネットワークボランティア・会津大学短期大学部木村淳也講師ほか
【受講後の資格・活動】 市地域支援NWVや市ボラ連への登録・活動、障がい者支援施設、認知症カフェなど

【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

リーダーとしての活動、人を活かすグループ運営のコツ、コミュニケー
ション等について考える。

  8／  3(金) 7:30  視察研修「先進の地から学ぶ」
  9／  5(水) 特別講座「プロが伝授するパンフ・チラシのデザイン術」
 見やすい、分かりやすい催事パンフレット等の作り方を学ぶ。
10／10（水） レクリエーションゲームを楽しもう

コミュニケーションマージャンなど、サロンでも活用できる様々なレク
リエーションゲームを学ぶ。

11／  1(木) 特別講座「本気の支え合いづくり」
「住民歴書」「エゴマップ」など、地域資源の活用や資源のつくり方、つなぎ
方等を学ぶ。

11／ 2(金) 9：00  特別講座「私たちが目指す地域像」
これまでのワークショップや事例検討を通し、地域リーダーとしての活
動スキルを学ぶ。

【講　師】 ご近所福祉クリエーター酒井保ほか
【受講後の資格・活動】 地域サロンサポーター、地区社協推進員として登録、活動（予定）など

豊川智美先生

酒井保先生

木村淳也先生

三瓶千香子先生岡安詔子先生

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど
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【日　程】 全７回　13:00～16:00
  5／23（水） 基礎講座
 健康管理や訪問時の健康観察の視点から、
 高齢者サービスと訪問介護員に求められる姿を学ぶ。
  6／13（水） 基礎講座　　
 介護保険における訪問介護サービスの内容や、介護概論、生活援助を学ぶ。
  7／11（水） 模擬研修
 実際の訪問活動を想定したサービス提供を学ぶ。
● 実習　社協ヘルパーと訪問サービスの実践研修
  7／28（土） 10:00  特別講座「地元フルーツと夏野菜でつくるピザ三昧」
 フルーツ狩りとピザづくりを楽しむ。子ども同伴歓迎。
  9／12（水） 介護予防体操サポーター講座
 気軽に行える予防体操講座。地域行事やサロン活動で活用。
 １部：介護予防・認知症への理解
 ２部：転倒防止や健康予防体操の実技
10／17（水） レクリエーションゲームを楽しもう
　　　　   サロンでも活用できる様々なレクリエーションゲームを学ぶ。
● 実習　介護予防教室で実践研修
  1／23（水） 振り返り講習

【講　師】 市社協介護サービス管理者山田直美ほか　
【受講後の資格・活動】 社協訪問緩和サービス登録介護員（有給）。介護予防教室や地域サロンでのインストラクターサポーター活動など

　「食事や掃除のお世話をしたい」など、高齢者の皆さんの介護
予防と日常生活の自立をお手伝いしたいと思っているあなた。
　本講座では、訪問緩和ヘルパーや介護予防体操サポーターとして
の基礎を学びます。修了後は社協の訪問緩和サービス登録介護員
(有給)として、また介護予防教室や地域サロンでのインストラク
ターサポーターとして活動してみませんか。

介護予防 緩和サービス担い手育成ぜみな～る講座番号４

【日　程】 全５回　9:30～12:00
  6／23(土) メンタルフレンドとは
 メンタルフレンドの基礎知識を学ぶ。
  6／30(土) 障がいのある子どもの理解　
  7／  7(土) 障がいのある子どもとの関わり方
  7／21(土) 保護者との連携の仕方・まとめ
● 実習　カムカム職員と実践研修
  10月～ 振り返り講座

【講　師】 会津大学短期大学部市川和彦教授・市障がい者総合相談窓口斎藤研一生活支援ワーカー
【受講後の活動】 カムカムメンタルフレンドに登録、障がい児の話し相手ボランティアなどで活動。市ボラ連で活動など

　発達障がい等から、友達とうまく関われない。
　そんな子どもたちに寄り添い、あなたも素敵な「心の友」に
なりませんか。

寄添う メンタルフレンドボランティアぜみな～る講座番号６

共生 あなたも「アイ・アム・サム」ぜみな～る講座番号５

【日　程】 全９回　10:00～12:30
  5／26(土） 企画会議

どんな商品を販売するか、どんなご当地食材を使うか、価格はいくらにす
るかなどをみんなで考えます。

  6／16(土） 企画会議
  7／21(土） 商品の試作

  8／18(土） 商品の企画
  9／ １(土） 容器や包装紙のデザイン
  9／22(土） 最終確認・商品発注打ち合わせ
10／13(土) 特別講座  野外学習「見て・触れて・裏磐梯を知る」
 裏磐梯エコガイドの会と、裏磐梯湖沼群のトレッキングを楽しむ。
11／  3(土)・４(日) 10:00～14:00  地産地消まつりでの販売と購買動向調査
12／  1(土) 振り返り講習

【講　師】 会津大学短期大学部市川和彦教授とゼミ学生･障がい福祉サービス事業所コパンスタッフほか
【受講後の活動】 カムカムボランティアポイント会員登録。会津まつりや鶴ケ城ハーフマラソン大会ボランティア活動など

コミュニ
ケーション あいづっこぜみな～る講座番号７

　小学５年生から中学2年生を対象に、自分の家庭にも起こり
得る認知症介護について、認知症カフェでの活動を通して理解
を深めるとともに、「あいづっこ宣言」の精神や支え合い・助
け合いの心を育むためのコミュニケーション術を楽しく学ぶ。
【日　程】 全12回　10:00～14:00

  4／21(土) ボランティアのすゝめ
 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

市川和彦先生

ぴかりん村スタッフ

斎藤研一先生

よしもと芸人（講師一例）宗像　精先生

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど

　障がい者がもつ豊かな企画力・創造力を引き出し、社会活動を後押しする
ゼミナール。
　今年度は｢地産地消まつり｣への出店を目指し、ご当地食材を使用したオリ
ジナルの商品開発とパッケージ等のデザインを学ぶ。会津短大生等と楽しく
挑戦してみませんか。
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【日　程】 全７回　13:00～16:00
  5／23（水） 基礎講座
 健康管理や訪問時の健康観察の視点から、
 高齢者サービスと訪問介護員に求められる姿を学ぶ。
  6／13（水） 基礎講座　　
 介護保険における訪問介護サービスの内容や、介護概論、生活援助を学ぶ。
  7／11（水） 模擬研修
 実際の訪問活動を想定したサービス提供を学ぶ。
● 実習　社協ヘルパーと訪問サービスの実践研修
  7／28（土） 10:00  特別講座「地元フルーツと夏野菜でつくるピザ三昧」
 フルーツ狩りとピザづくりを楽しむ。子ども同伴歓迎。
  9／12（水） 介護予防体操サポーター講座
 気軽に行える予防体操講座。地域行事やサロン活動で活用。
 １部：介護予防・認知症への理解
 ２部：転倒防止や健康予防体操の実技
10／17（水） レクリエーションゲームを楽しもう
　　　　   サロンでも活用できる様々なレクリエーションゲームを学ぶ。
● 実習　介護予防教室で実践研修
  1／23（水） 振り返り講習

【講　師】 市社協介護サービス管理者山田直美ほか　
【受講後の資格・活動】 社協訪問緩和サービス登録介護員（有給）。介護予防教室や地域サロンでのインストラクターサポーター活動など

　「食事や掃除のお世話をしたい」など、高齢者の皆さんの介護
予防と日常生活の自立をお手伝いしたいと思っているあなた。
　本講座では、訪問緩和ヘルパーや介護予防体操サポーターとして
の基礎を学びます。修了後は社協の訪問緩和サービス登録介護員
(有給)として、また介護予防教室や地域サロンでのインストラク
ターサポーターとして活動してみませんか。

介護予防 緩和サービス担い手育成ぜみな～る講座番号４

【日　程】 全５回　9:30～12:00
  6／23(土) メンタルフレンドとは
 メンタルフレンドの基礎知識を学ぶ。
  6／30(土) 障がいのある子どもの理解　
  7／  7(土) 障がいのある子どもとの関わり方
  7／21(土) 保護者との連携の仕方・まとめ
● 実習　カムカム職員と実践研修
  10月～ 振り返り講座

【講　師】 会津大学短期大学部市川和彦教授・市障がい者総合相談窓口斎藤研一生活支援ワーカー
【受講後の活動】 カムカムメンタルフレンドに登録、障がい児の話し相手ボランティアなどで活動。市ボラ連で活動など

　発達障がい等から、友達とうまく関われない。
　そんな子どもたちに寄り添い、あなたも素敵な「心の友」に
なりませんか。

寄添う メンタルフレンドボランティアぜみな～る講座番号６

共生 あなたも「アイ・アム・サム」ぜみな～る講座番号５

【日　程】 全９回　10:00～12:30
  5／26(土） 企画会議

どんな商品を販売するか、どんなご当地食材を使うか、価格はいくらにす
るかなどをみんなで考えます。

  6／16(土） 企画会議
  7／21(土） 商品の試作

  8／18(土） 商品の企画
  9／ １(土） 容器や包装紙のデザイン
  9／22(土） 最終確認・商品発注打ち合わせ
10／13(土) 特別講座  野外学習「見て・触れて・裏磐梯を知る」
 裏磐梯エコガイドの会と、裏磐梯湖沼群のトレッキングを楽しむ。
11／  3(土)・４(日) 10:00～14:00  地産地消まつりでの販売と購買動向調査
12／  1(土) 振り返り講習

【講　師】 会津大学短期大学部市川和彦教授とゼミ学生･障がい福祉サービス事業所コパンスタッフほか
【受講後の活動】 カムカムボランティアポイント会員登録。会津まつりや鶴ケ城ハーフマラソン大会ボランティア活動など

コミュニ
ケーション あいづっこぜみな～る講座番号７

　小学５年生から中学2年生を対象に、自分の家庭にも起こり
得る認知症介護について、認知症カフェでの活動を通して理解
を深めるとともに、「あいづっこ宣言」の精神や支え合い・助
け合いの心を育むためのコミュニケーション術を楽しく学ぶ。
【日　程】 全12回　10:00～14:00

  4／21(土) ボランティアのすゝめ
 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

市川和彦先生

ぴかりん村スタッフ

斎藤研一先生

よしもと芸人（講師一例）宗像　精先生

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど

　障がい者がもつ豊かな企画力・創造力を引き出し、社会活動を後押しする
ゼミナール。
　今年度は｢地産地消まつり｣への出店を目指し、ご当地食材を使用したオリ
ジナルの商品開発とパッケージ等のデザインを学ぶ。会津短大生等と楽しく
挑戦してみませんか。
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【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

代表者　　品川　満紀
連絡番号　28-0285

カトリック会津若松教会
　施設在宅支援・高齢者、ダルク支援活動を
行っています。

代表者　　佐藤　町子
連絡番号　28-9230（担当：小澤）

会津若松音訳サークル
「ひびきの会」

　視覚障がい者のための依頼文書・書籍のテー
プ作りと郵送を行っています。東公民館を拠点
に活動中です。

代表者　　菊池　正光
連絡番号　25-3168（担当：熊田）

障がい者の明日を考える会
　障がい者問題啓発活動やイベント開催など、
会員数41名の明るく活発な会です。

代表者　　津田　三雄
連絡番号　26-9457

ぶどうの会
　ひとり暮らし高齢者・在宅患者等との食事会
などを行いながら、助け合いの輪を広げていく
活動をしています。

代表者　　相田　孝子
連絡番号　26-2439（担当：渥美）

会津難病ボランティアつむぎの会
　難病患者さんと家族への支援、
家庭訪問活動。糸と糸をつむいで
いくように患者さんの心に優しく
寄り添っていきます。

代表者　　武藤　由喜夫
連絡番号　27-0277（担当：岩渕）

点字サークルひよこ
　県内で最初に発足した団体です。
　点訳奉仕（市政だより・小説）、視力障がい
者との交流活動を行っています。

代表者　　内川　教子
連絡番号　29-0214（担当：中井）

会津わたぼうし会
　わたぼうし芸術祭の開催や障
がい者との交流活動です。歌で
心の交流をしてみませんか。

代表者　　青木　英子
連絡番号　36-5133

福島県骨髄バンク推進
連絡協議会会津支部

　骨髄バンクのPR・登録推進・患者支援活動を
行っています。様々な人との出会いが最高の宝
物です。

代表者　　坂井　登美子
連絡番号　27-4607（担当：諏訪）

ボランティアひまわり
　保育・高齢者への支援を行っています。無理
せず出来る人が出来る時に出来る事！がモッ
トーです。

課外サークル活動の案内
多くの学園生の加入をお待ちしています。

会津若松市ボランティア連絡協議会
代表者　　品川　満紀
連絡番号　28-4030

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど

【日　程】 全７回　13:30～15:30
  9／  9(日) 認知症の基本的理解

認知症の｢医学的｣理解
を踏まえ、高齢者への
周囲の不適切対応や環境がいかに影響を及ぼすかという「心理的」理解や、
自立した生活を支援することの重要性について学ぶ。

10／14(日) 認知症高齢者のケアのあり方
 「権利擁護」や「リスクマネジメント」について、介護現場における具体的事
例も交え、支援に必要な基礎スキルを学ぶ。

11／15(木) 10:00  認知症カフェで実習
12／12(水) 特別講座「アロママッサージを学ぶ」
  1／22(火) 10:00  みなづるで学ぶ１日介護実習
  2／20(水) 特別講座「美しく老いるために。熟年世代の美顔術」
  3／  6(水) 家族の理解・地域の協力

 認知症家族の実体験を通し、地域における認知症への理解と、家族への支
援の大事さを学ぶ。

【講　師】 看護師笠井由美子・認知症の人と家族の会ほか
【受講後の活動】 認知症カフェや介護施設での活動。市地域支援NWVや市ボラ連への登録、活動

　誰もが認知症の当事者やその家族になりえる
現代。自立した生活を送るための支援とは？無
理のない介護とは？を分かりやすく学びます。

１　初等課程、専門課程で行う特別講座は、どなたでも受講できるオープン講座となります。
２　講師の都合により、日程等が変更になる場合があります。

介護 思いを伝える。認知症サポートぜみな～る講座番号８

今井美和先生太田久美先生笠井由美子先生

おことわり
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【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

代表者　　品川　満紀
連絡番号　28-0285

カトリック会津若松教会
　施設在宅支援・高齢者、ダルク支援活動を
行っています。

代表者　　佐藤　町子
連絡番号　28-9230（担当：小澤）

会津若松音訳サークル
「ひびきの会」

　視覚障がい者のための依頼文書・書籍のテー
プ作りと郵送を行っています。東公民館を拠点
に活動中です。

代表者　　菊池　正光
連絡番号　25-3168（担当：熊田）

障がい者の明日を考える会
　障がい者問題啓発活動やイベント開催など、
会員数41名の明るく活発な会です。

代表者　　津田　三雄
連絡番号　26-9457

ぶどうの会
　ひとり暮らし高齢者・在宅患者等との食事会
などを行いながら、助け合いの輪を広げていく
活動をしています。

代表者　　相田　孝子
連絡番号　26-2439（担当：渥美）

会津難病ボランティアつむぎの会
　難病患者さんと家族への支援、
家庭訪問活動。糸と糸をつむいで
いくように患者さんの心に優しく
寄り添っていきます。

代表者　　武藤　由喜夫
連絡番号　27-0277（担当：岩渕）

点字サークルひよこ
　県内で最初に発足した団体です。
　点訳奉仕（市政だより・小説）、視力障がい
者との交流活動を行っています。

代表者　　内川　教子
連絡番号　29-0214（担当：中井）

会津わたぼうし会
　わたぼうし芸術祭の開催や障
がい者との交流活動です。歌で
心の交流をしてみませんか。

代表者　　青木　英子
連絡番号　36-5133

福島県骨髄バンク推進
連絡協議会会津支部

　骨髄バンクのPR・登録推進・患者支援活動を
行っています。様々な人との出会いが最高の宝
物です。

代表者　　坂井　登美子
連絡番号　27-4607（担当：諏訪）

ボランティアひまわり
　保育・高齢者への支援を行っています。無理
せず出来る人が出来る時に出来る事！がモッ
トーです。

課外サークル活動の案内
多くの学園生の加入をお待ちしています。

会津若松市ボランティア連絡協議会
代表者　　品川　満紀
連絡番号　28-4030

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど

【日　程】 全７回　13:30～15:30
  9／  9(日) 認知症の基本的理解

認知症の｢医学的｣理解
を踏まえ、高齢者への
周囲の不適切対応や環境がいかに影響を及ぼすかという「心理的」理解や、
自立した生活を支援することの重要性について学ぶ。

10／14(日) 認知症高齢者のケアのあり方
 「権利擁護」や「リスクマネジメント」について、介護現場における具体的事
例も交え、支援に必要な基礎スキルを学ぶ。

11／15(木) 10:00  認知症カフェで実習
12／12(水) 特別講座「アロママッサージを学ぶ」
  1／22(火) 10:00  みなづるで学ぶ１日介護実習
  2／20(水) 特別講座「美しく老いるために。熟年世代の美顔術」
  3／  6(水) 家族の理解・地域の協力

 認知症家族の実体験を通し、地域における認知症への理解と、家族への支
援の大事さを学ぶ。

【講　師】 看護師笠井由美子・認知症の人と家族の会ほか
【受講後の活動】 認知症カフェや介護施設での活動。市地域支援NWVや市ボラ連への登録、活動

　誰もが認知症の当事者やその家族になりえる
現代。自立した生活を送るための支援とは？無
理のない介護とは？を分かりやすく学びます。

１　初等課程、専門課程で行う特別講座は、どなたでも受講できるオープン講座となります。
２　講師の都合により、日程等が変更になる場合があります。

介護 思いを伝える。認知症サポートぜみな～る講座番号８

今井美和先生太田久美先生笠井由美子先生

おことわり
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【日　程】 全12回　10:00～14:00
  4／21(土) ボランティアのすゝめ

 ボランティア活動への理解、「あい
づっこ宣言」の精神について、分かり
やすく学ぶ。午後は、毎回、認知症カフェでお手伝い。

  5／19(土) 「認知症ってな～に」～人をいたわります～
 認知症について理解を深めるとともに、地域や家庭でできる関わりを学ぶ。
  6／16(土) 笑いの話術

入園・受講申込ハガキ
受講希望講座名を記入してください。

●該当する番号に○をつけてください。
　１．会社員等　　　　　　 　２．自営業
　３．専業主婦　　　　　　　 ４．学生
　５．その他 (　　　　　　　　　　)
●本学園を知ったきっかけ
　１．知人　　　２．社協だより　　　３．新聞
　４．ホームページ　　５．その他 (　　　　　 　　 　)

※記入内容は、当学園の受講者管理以外に使用しません。

講座番号 講　　座　　名

住　　所

男 ・ 女

〒　　　－
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〒　　　　－

会津若松市ボランティア学園
2018年度　入園・受講申込書 0242-28-4039FAX
この申込書に記入し、ファックスでお申込ください。※この申込書は、ホームページからもダウンロードできます。

※ここに記入された内容は、当学園の受講者管理以外に使用することはいたしません。

申込年月日 性　別 男　　・　　女

保護者
氏　名

平成　　　　年　　　　月　　　　日

氏　　名
ふりがな

※受講生が未成年の場合

生年月日 大正　・　昭和　・　平成　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

講座番号 講　　　座　　　名

１．会社員等　　　　　　　　 　２．自営業　　　　　　　 　　３．専業主婦
４．学生　　　　　５．その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

１．知人　　　　　２．社協だより　　　　　３．新聞　　　　　４．ホームページ　　　　
５．その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

電話番号 －　　　　　　　　　－
本学園を
知った
きっかけ

区　　分

住　　所

申込講座

代表者　　金田　幸子
連絡番号　56-3373

会津かたりべ会
　施設や学校などでの、民話や昔話のかたりべボ
ランティアです。昔話の良さを一緒に伝えていき
ませんか。

代表者　　葉山　亮三
連絡番号　37-2300

会津学生ボランティア連絡会
「みんなでやれば、大きな力に」を合言葉に、被災者
（児）支援、地域支援に力を入れています。

代表者　　梅原　徳昭
連絡番号　26-8898

精神保健福祉ボランティア「まざらんしょ」
　精神障がい者の社会復帰に向けた支援活動で
す。皆さんも、まざりませんか。

代表者　　竹田　政弘
連絡番号　28-7561（担当：菅家）

生と死を考える会・会津
　生と死に関するセミナー、学習会、いのちの教
育啓発活動を行っています。

代表者　　那知上　蓉子
連絡番号　28-5571

傾聴ボランティアあいづ小さな風の会
　傾聴活動（電話・施設・在宅・外来者・緩和ケ
ア病棟）を行っています。心の声を聴かせてほし
い思いで活動しています。

代表者　　川口　三枝子
連絡番号　75-3809

河東町ボランティアグループ「風っ子」
　障がい児童や家族への地域福祉活動・啓発を
行っています。皆さんに知ってもらいたいことが
たくさんあります。

代表者　　上林　久雄
連絡番号　75-2465

河東町アマチュア無線 赤十字奉仕団
　災害時の無線通信、防災、救護訓練、地域のボ
ランティア活動など、「災害は忘れた頃にやって
くる！」を胸に刻み頑張っています。

代表者　　渡部　隆一
連絡番号　090-9034-9505

視覚障害者とコンピュータ勉強会
「あい＆あい」

　視覚障害者のPC利用援助、録音テープのCD化
活動を行っています。初心者向け講習会など障が
いの有無に関わらず楽しく学べます。

代表者　　生亀　勝行
連絡番号　38-2744（担当：佐藤）

AFSL会津富士通
セミコンダクター労働組合

　他団体と連携協力、福祉施設支援、除雪ボラン
ティアなど幅広く活動しています。

代表者　　小林　欣一
連絡番号　地域支援ネットワークボランティア事務局
　　　　　（会津若松市高齢福祉課　電話３９－１２９０）

地域支援ネットワークボランティア
　高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域での暮らしを継続できる
よう、家庭的なサービスを提供しています。

 よしもと芸人によるコミュニケーション講座。　　　　
  7／21(土) 笑いの話術
  8／  4(土) 「敬老プレゼントを作る」～会津を誇り年上を敬います～
 東北電力の協力のもと、ロール紙の芯を使って感謝の工作を楽しむ。 
  9／15(土) 笑いの話術 
10／  6(土) 「会津の先人に学ぶ」～ならぬことはならぬものです～
 会津の歴史や先人の功績を通して、郷土愛を育む。
11／17(土) レクリエーションゲームを楽しむ
 こども会でも活用できる様々なレクリエーションゲームを体験。
12／15（土） クリスマスケーキをつくる
  1／19（土） 「絵手紙で綴る私の夢」～夢に向かってがんばります～
  2／16（土） 福祉体験教室
 高齢者の疑似体験を通して介護・支援等の理解を深める。
  3／16（土） 振り返り講座　※講師の都合により、カリキュラム順序が変更になる場合があります。

【講　師】 よしもと芸人・NPO法人 会津エンジン・市あいづっこ育成推進室・地域包括支援センターほか
【受講後の活動】 子ども会リーダー、認知症カフェのお手伝いなど

※受講生が未成年の場合
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【日　程】 全12回　10:00～14:00
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至神明通り

会津若松市社会福祉協議会
ボランティアセンター

〒965-0873 会津若松市追手町5-32
Tel0242-28-4030　Fax0242-28-4039

http://www.awshakyo.or.jp
E-mail aizu@awshakyo.or.jp

郵 便 は が き

恐れ入ります
が62円分の
切手をお貼り
ください。

9 6 5 0 8 7 3

社会福祉法人 会津若松市社会福祉協議会
ボランティアセンター

会津若松市
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