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秋田市のボランティア・活動情報誌

夏がやってきました。
夏休み、山の日、海の日などのお休みに、
キャンプや海水浴などの夏のレジャーを
楽しみにしている方も多いでしょう。
この時期、活発になるのは人間だけではありませんよね。
プ～ンと近づく蚊や、噛んでくるブヨ、あと蜂。
楽しい夏のレジャーも、刺されてしまうと残念な思い出になってしまいます。
たかが虫刺され、されど虫さされ。
刺されないような準備、刺されてしまった時の準備も
しっかり整えて楽しい夏にしましょう。
編集・発行
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秋田わかばハイム

秋田県身体障害者更生訓練センター

ボランティア募集中！！

秋田県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

母子生活支援施設 秋田わかばハイムでは、夏祭りのボ

秋田県身体障害者更生訓練センターでは「第 14 回秋田

ランティアを募集しています。

県障害者スポーツ大会」へ参加する際のボランティアを

【日 時】平成２８年７月３０日（土）

募集しています。

１４：００～２０：３０頃

【日 時】平成２８年９月３日（土）

【場 所】秋田市南通築地２－６（中通病院そば）
母子生活支援施設 秋田わかばハイム

８：２０～１７：００（雨天決行）
【場 所】秋田市雄和椿川駒坂台４－１

【内 容】夏祭りでの出店のお手伝い、片付け等

秋田県中央公園球場 ※現地集合・現地解散

【人 数】１０名程度

【内 容】参加者の同行補助、荷物運び、練習介助等

【その他】途中、休憩の時間に軽食を準備しています。

【人 数】３名程度

動きやすい服装で、上履き・汗ふきタオル・

【その他】動きやすい服装（ズック着用）で、汗ふきタ

飲み物等をご持参ください。
当日はわかばハイムで用意したポロシャツに
着替えて活動します。

オル・昼食・飲み物等をご持参ください。
【締 切】８月１７日（水）まで
「施設支援ボランティア」は年間を通じて随時募集し

【締 切】７月２２日（金）まで

ています。

高清水園

高清水園

夏祭りボランティア募集

ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ演奏会＆体験会のボランティア募集

【日 時】平成２８年７月２３日（土）
１７：００～２１：００頃まで

高清水園主催の「PEACE.OF.BELLS(ﾋﾟｰｽ.ｵﾌﾞ.ﾍﾞﾙｽﾞ)」ハ
ンドベル演奏会＆体験会でのボランティアを募集してい

【場 所】高清水園 正面駐車場（雨天時：体育館）

ます。

【内 容】利用者の付添い、見守り、会場準備片付け等

【日 時】平成２８年８月２３日（火）、９月２０日（火）

【人 数】５名程度

９：００～１２：００

【その他】１７時まで集合して打ち合わせをします。
動きやすい服装で、内ズックを持参してくだ

【内 容】利用者の付添い、見守り、会場準備片付け等

さい。夕食は、主催者側で準備します。

【人 数】５名程度

主催者側でボランティア保険に加入します。

【その他】動きやすい服装で、内ズックを持参してくだ

【締 切】７月１５日（金）まで
夏 祭 り
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

【場 所】高清水園 体育館

18：00 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ

さい。
18：30 雄和太鼓

【締 切】ボランティア保険加入等の都合上、

19：00 ﾔｰﾄｾ、笑泉百景 19：30 盆踊り

８月２３日（火）は８月８日（月）まで

20：00 花火

９月２０日（火）は９月１２日（月）まで

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ 2016 秋田大会・空手道

大会運営ボランティア募集中！
【日 時】平成２８年９月２４日（土）～２６日（月）８時～１７時の間でお好きな時間帯
【場 所】秋田県立武道館
【内 容】大会運営のお手伝い (駐車場整理・来場者への対応・整備作業・清掃等)
【その他】Ｔシャツ支給あり。協力いただける時間帯・距離により、お弁当交通費を用意いたします。
【申込・お問い合わせ】
氏名・参加日・参加時間・住所・電話番号・Ｔシャツのサイズを０９０－１４９７－３８０５までショートメー
ルにてお申込みください。

秋田市ファミリー・サポート・センター

協力会員大募集！

協力会員講習会のご案内

秋田市ファミリー・サポート・センターは、子どもを預かってほしいかた（利用会員）と子どもを預かってくれ
るかた（協力会員）から会員制の相互援助活動を運営しています。
当センターでは、子育てのお手伝いをしてくださる協力会員を募集しています。ぜひ無料の講習会を受けていた
だき、協力会員の登録をしてくださるようお願いします。
なお、講習会受講については、事前にお申し込みください。
協力会員講習会（無料）のご案内
実施月
日にち
９月
１１月

２６日（月）～２９日（木）
８日（火）～１１日（金）

※９月に欠席した内容は１１月に受けることもできます。
いずれも９時３０分～１６時３０分 そのほか保育実習（３時間）があります。
【会 場】秋田拠点センターアルヴェ１階音楽交流室 D
【対 象】２０歳以上の秋田市民
【内 容】保育の心、小児看護の基礎知識、安全・事故、子どもの遊び、
子どもの栄養と食生活など活動に必要なことについて学びます。
【申込・お問い合わせ】
秋田市ファミリー・サポート・センター
秋田市東通仲町４番１号 秋田拠点センターアルヴェ５階 秋田市子ども未来センター内
ＴＥＬ：０１８－８８７－５３３６

あきた総合支援エリア かがやきの丘

ボランティア講座
～視覚支援学校・聴覚支援学校・秋田きらり支援学校でボランティアをしてみませんか～
８月１日（月） １０：００～１０：１０ 開講式
１０：１０～１２：００ 講座① 全体オリエンテーション、校内見学など
１２：００～１３：００ 昼食・休憩
１３：００～１５：００ 講座② 視覚障がい者の理解とかかわり方について
８月２日（火） １０：００～１２：００ 講座③ 聴覚障がい者の理解とかかわり方について
１２：００～１３：００ 昼食・休憩
１３：００～１５：００ 講座④ 肢体不自由者の理解とかかわり方について
１５：００～１５：１５ 閉講式
※全日程を受講した方には受講証明書を発行いたします。希望される方は申し込みの際、その旨お伝えください。
※１日だけの受講もできます。
【会 場】あきた総合支援エリア かがやきの丘
受講料：無料
【定 員】２０人程度
【服装・持ち物等】上履き、動きやすい服装、昼食
【締 切】７月２２日（金）
※電話、ＦＡＸ、メールのいずれかで、お申し込みください。
お申し込みの際には、氏名・年齢・学校名（学生の場合）、住所、電話番号をお知らせください。
【申込・お問い合わせ】
秋田県立視覚支援学校
担当/大山教頭、畠山尚子
〒010-1407 秋田市上北手百﨑字諏訪ノ沢 3-127
ＴＥＬ：018-889-8571 ＦＡＸ：018-889-8575 Ｍａｉｌ：shikaku-s@akita-pref.ed.jp

相談支援事業所

ふれあい体験スクール

竹生寮

知的障がい児（者）とのボランティア体験講座 19

相談支援事業所「竹生寮」の主催で「ふれあい体験スクール 知的障がい児(者)とのボランティア体験講座１９」
を次のとおり開催します。
知的障がい児(者)について正しく理解していただくとともに、地域住民へのボランティア参加へのきっかけづく
りを目的としています。
全日程参加されなくても単発参加もＯＫです。
（但し、施設体験は講義、実技を１日でも受けた方に限ります）
みなさんのご参加をお待ちしております。
1 日目

７月３０日（土）

・オリエンテーション

時間：１３：３０～１６：００

・講義Ⅰ 障がいについて

場所：秋田市老人福祉センター

障がい児（者）とボランティアの関わり方について

（秋田市八橋南一丁目 8-2） ・講義Ⅱ 在宅障がい児（者）の支援について
２日目

８月６日（土）

・ボランティアの受け手、担い手の方からの体験発表

時間：１３：３０～１６：００

・実技（車椅子操作、移動介助等）

場所：秋田市老人福祉センター
３日目

８月 ８日（月）～１０日（水） ・竹生寮（柳田）、ふきのとう（柳田）、つどいの家（浜田）、やすら
８月１７日（水）～１９日（金）

ぎの家（土崎）
、いなほ作業所（山手台）
、ウェルビューいずみ障

８月２３日（火）～２５日（木）

害福祉サービスセンター（泉）
、自立支援センターほのぼの（大町）

の９日間で実施（希望者のみ）

の各事業所の中の希望する施設でボランティア活動をします。

時間は希望する時間で調整
４日目

８月２０日（土）

・外出支援体験：グループホームで生活する知的障がい者に付き添っ

時間：１３：３０～１６：００

てのお出かけ支援体験

場所：竹生寮へ集合しバス移動

竹生寮に集合し、公共バスにて秋田駅に移動。
駅周辺で買い物等をして過ごします。

５日目

８月２７日（土）

・障がいのある子どもたちとの交流

時間：１３：００～１６：００
【申込・問合せ先】
参加を希望される方は７月２７日（水）まで竹生寮へ
電話または、ＦＡＸにてお申し込みください。

竹生寮（たけおいりょう）

〒010-0825 秋田市柳田字竹生 168
ＴＥＬ：018-834-2577

秋田市介護支援ボランティア
登録講習会のご案内
○日 時：７月２２日（金）１４：００～１５：３０
９月１５日（木）１４：００～１５：３０
○会 場：秋田市老人福祉センター３階 会議室
○持ち物：介護保険被保険者証、保険料（２３０円）
○参加費：無料

担当/斎藤

ＦＡＸ：018-834-2219

ボランティア募集・イベント情報受付中！！
次回の発行は平成２８年９月１４日（水）頃を予
定しております。
「ボランティア募集」や「メンバー募集・活動の
紹介」
「講座・イベント情報」など各種掲載をご希
望の方は、９月２日（金）頃までご連絡ください。
お待ちしております。

≪お問い合わせ≫
秋田市社会福祉協議会
地域福祉課 介護支援ボランティア担当 まで
ＴＥＬ：018-862-7445 ＦＡＸ：018-863-6068

秋田市ボランティアセンター
TEL:０１８（８６２）９７７４
FAX:０１８（８６３）６０６８

