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☆メルマガ『Fボラ』☆vol.30 

2019年 8月 16日配信 
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このメルマガは、Ｆボラに登録していただいた方のうち、メールアドレスをご記入いただいた方

及びＱＲコードを通じて、メールの配信を希望していただいた方にお送りしています。 

このメールマガジンを通じて、Ｆボラの様々な情報をお届けしてまいります。 
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………第 30号をお読みいただきありがとうございました。 

 

■ Fボラニュース━━━━━━━━━━━━ 

マチを動かす若者のチカラ【NPO プレゼント講座】 

これからのマチを動かすための力を「若者×まちづくり」をテーマに学ぼう！ 

Fボラに登録されてる方は、ひいては「まちづくり」にも関心がある方が多いと思い、こちらの

講座をご紹介させていただきます。 

前半は、若者が主体となるまちの姿へのヒントを考え、後半は地域でまちづくりに取り組む若者

たちのクロストークを行います。 

これからのマチを動かすチカラを感じよう！ 

＊日時：令和元年 10月 5日（土）13：30～15：30 

＊会場：島田市市民活動センター（島田市本通 3丁目 6-1 地域交流センター歩歩路内） 

＊講師：土肥潤也氏（NPO 法人わかもののまち代表理事） 

＊参加費：500円（資料代） 

＊定員：20名 

＊主催：公益財団法人静岡県労働者福祉基金協会（企画運営：NPO法人クロスメディアしまだ） 

＊申込：島田市民活動センター（0547-33-1550） 

 

<こちらの NPOプレゼント講座もチェック！> 



タイトル：地域課題の先にあるまちづくり 

これからの地域づくりとコミュニティづくりのヒントを学ぼう。 

＊日時：令和元年 11月 27日（水）19：00～21：00 

＊会場：菊川市市民協働センター（菊川市堀之内 61 菊川市役所北館 1階） 

＊講師：大場唯央氏（（一社）SACLABO）★藤枝市で活躍する講師です！ 

＊申込：菊川氏市民協働センター（kikucen1g@gmail.com）へ所属、お名前、連絡先、参加人

数をメール 

 

■ 特集━━━━━━━━━━━━ 

「観光地でボランティア活動をしてみよう」日帰りバスツアー発売 

前回のメルマガでは、海外でのボランティア活動をご紹介しましたが、国内 verも発見したので

ご紹介します！ 

これは、阪急交通社が企画・販売したもの。観光地の環境保全や復興活動、美化などを目的とし

たボランティア日帰りバスツアーです。 

同社では 2008年から従業員による観光地でのボランティアを実施していましたが、昨今のボラ

ンティア活動への関心の高まりを受け、参加要望の声に応える形で実現。 

ボランティア活動の内容は、「高野参詣道での土の運搬と整地」や「南阿蘇鉄道駅での草刈・清

掃」「富士山 2 合目での清掃」で、初めての方・体力に自信のない方でも参加できる 60 分～90

分の活動だそう。 

ボランティアの後には、観光や温泉など楽しみも盛り込んで、労をねぎらい疲れを癒すような内

容になっています。 

残念ながら出発地は大阪、福岡、東京の都市部のみですが、旅行とボランティアをセットで楽し

むことが定着化して、全国各地からツア―バスが出るようになればいいなと思います。 

 

■ Fボラ募集情報 ━━━━━━━━━━━━━ 

現在は、以下のイベントについてボランティアを募集中です。自分ができる時に、ぜひ気軽に参

加してみてください。 

なお、イベント主催者へボランティアの参加申込みをされる際には、必ず氏名とＦボラ登録ナン

バーをお伝えください。 

 

【NEW！】 

●令和元年度藤枝市敬老会 

日 程：令和元年 9月 14日（土）8：30～12：30 

会 場：藤枝市民会館（岡出山 1-11-1） 

内 容：75歳を迎える方を招いた式典（受付案内、駐車場整理等） 

定 員：7名 



担 当：介護福祉課（西尾） 

℡：054-643-3144 

申込期限：9月 9日（月） 

 

●第 7回市民協働フォーラム 

日 程：令和元年 12月 7日（土）8：45～15：00 

会 場：生涯学習センター（藤枝市茶町 1-5-5） 

内 容：無料映画上映会や市民団体による物販、ワークショップ等のあるイベント（来場者受付、

ブース補助等） 

定 員：5名程度 

担 当：市民活動団体支援課 

℡：054-643-3274 

申込期限：10月 31日（木） 

（注意）午前のみの参加も OK です。締切後、詳細（担当内容など）を連絡します。 

 

【再掲】 

●藤枝市健康福祉大会 

日 程：令和元年 9月 28日（土）12：30～15：30 

会 場：生涯学習センター（藤枝市茶町 1-5-5） 

内 容：会場保安係、来場者案内係 

定 員：4名程度 

担 当：福祉政策課 

℡：054-643-3271 

申込期限：8月 30日（金） 

（注意）市役所に 12：00集合、市役所で 16：00解散となります。（会場まで送迎） 

 

●放課後等デイサービスころりん（市民団体等≪NPO 法人≫） 

日 程：放課後（学校終了～17：00）、長期休暇等（夏休み、冬休み、振替休日の 9：00～17：

00）※短時間可 

会 場：放課後等デイサービスころりん（藤枝市音羽町 5-3-17） 

内 容：デイサービスに通う障害児の支援 

    ①障害児の日常の支援 ②音楽ボランティア、趣味を生かしたボランティア等 

定 員：①1～2名（長期休暇は 10名程度） ②団体、個人問わず。日程応相談。 

担 当：NPO 法人障害者生活支援センターおのころ島 放課後等デイサービスころりん 

℡：054-631-5654 

申込期限：随時 



（注意）子どもが好きな方歓迎。動きやすい服装でお越しください。 

 

●ふじえだプレイパーク 

日 程： 9月 14日（土）、10月 19日（土）※参加できる日に参加（1日～OK） 

全日程 10：00～15：00（時間は応相談） 

会 場：藤枝総合運動公園第二駐車場付近 

内 容：自然の中で子どもが自由に遊ぶ機会を提供する「ふじえだプレイパーク」でのボランテ

ィア（会場準備、参加受付、イベント補助・見守り等） 

定 員：5名程度 

担 当：教育政策課 

℡：054-643-3271 

申込期間：各実施日の前日まで 

（注意）雨天や河川増水等危険な場合は中止します。 

 

●買い物支援ボランティア 

日時、場所：随時（配達日は木・土） 

内 容：中山間地域（瀬戸谷、葉梨、岡部）にお住まいで、買物に困っている方の買い物代行 

    ※利用者から依頼があった場合、日程調整の上活動していただきます。 

担 当：市民活動団体支援課 

℡：054-643-3274 

申込期間：随時 

（注意）ご自身の自家用車（自動車保険加入必須）で活動をお願いします。ガソリン代相当の謝

礼（数百円程度）をお支払します。 

 

●運転ボランティア 

日時、場所：随時、希望者及びボランティアの都合による 

内 容：藤枝市社協で行っている福祉車両の貸出に際し、利用希望者が運転手を確保できない場

合などに、運転を代行していただきます。オートマチック車の運転、リフト・スロープ操作。 

その他：概ね 75歳までの運転に自信があり、運転免許取得後 1年以上経過している方を募集し

ます。また、簡単な講習があります（リフト・スロープの操作方法等）。 

担 当：（福）藤枝市社会福祉協議会在宅福祉センター 

〒426-0075 瀬戸新屋 83-6 ℡：054-643-3573 FAX：054-643-3544 申込期間：随時 

 

●生活サポートサービスキー坊大縁隊 

日時、場所：随時、利用者及びボランティアの都合による 

内 容：日常生活のちょっとした困りごとを、住民相互の助け合いでサポートする会員制事業 



その他：活動費は、1時間 400円（実働時間）、ごみ出し 1回 200円です。利用者から依頼のあ

った日時で、可能な時に活動していただきます。 

担 当：（福）藤枝市社会福祉協議会在宅福祉センター 

〒426-0075 瀬戸新屋 83-6 ℡：054-643-3573 FAX：054-643-3544 申込期間：随時 

 

●「西益津いきいきランド」運営スタッフ 

日 時：毎週火曜日・木曜日 9：00～正午 

場 所：西益津地区交流センター 

内 容：遊び道具、飲食類の準備と片付け、参加者の話し相手など 

その他：開設時間内であれば、曜日・時間は自由にお手伝いできます。 

    高齢者から子供まで、地域の人たちと楽しい時間を過ごす居心地のいい居場所です。 

担 当：西益津地区交流センター 

問合せ：054-641-8862 

 

●学習支援教室「亀城子屋」ボランティア 

日 時：毎週土曜日 18：30～20：00 

場 所：西益津地区交流センター 

内 容：中学生にマンツーマンで教える、教室の運営スタッフなど 

その他：参加は、毎週でなくとも結構です。 

    ボランティアの大学生等が、中学生を対象に学校の宿題や授業でわからないところをマ

ンツーマンで教えています。※高校生以上の方を募集 

担 当：西益津地区交流センター 

問合せ：054-641-8862 

 

●駅南図書館での返本作業及び書架整理 

日 時：通年（休館日である月曜日（なお、月曜日が祝日の場合は翌日）・年末年始・蔵書点検

期間以外。） 

担 当：図書課（駅南図書館） 

問合せ：054-636-4800     申込期間：随時 

 

その他詳しい情報などは、ホームページをご覧ください。 

URL： 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/bunka/shiminkatsudo/volunteer/10590.html 

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━ 

今号もお読みいただきありがとうございました。 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/bunka/shiminkatsudo/volunteer/10590.html


皆さんは、「コミケ」をご存知ですか？コミケは、「コミックマーケット」の略で、世界最

大の同人即売会だそうです。今年も 8 月中旬に開催され、多くの人でにぎわった様子と、

酷暑で起こったトラブル等がニュースで放送されていました。 

コミケを運営する「コミックマーケット準備会」が、有志のボランティアだと知り、驚く

と同時に「メルマガで紹介しよう！」と思い（笑）、後記の話題とさせていただきました。 

75万人を超える来場（ディズニーリゾートの 1日の集客が大体 9万人位らしいので、その

8倍以上！）がある大きなイベントを、ボランティア団体が運営しているなんて、びっくり

じゃありませんか？ 

来年のオリンピックの影響を受け会場が変更になったことで例年の 3 日開催を 4 日開催に

変更したり、危険な暑さへの対応が必要であったりしたものの、臨機応変で柔軟な対応と

運営能力の高さも強く印象づけられました。 

特に私がすごいと思ったのが、対応力です。いつもの会場とは勝手が違うこともあり、3日

目には炎天下での 2 時間を超える入場待ちの待機列が出来てしまい、熱中症などで倒れ緊

急搬送される方も出てしまったようですが、その日の夜中に準備会で協議の上「お詫びと

今後の対策について」を公表し、対策を講じて迎えた翌日の 4 日目は大きなトラブルがな

く終了したそう。 

その日の夜中に対応の問題点をきちんと整理すること、そしてその適切な対応を公表した

上でしっかりと実行すること。きっと参加しているボランティアの皆さん一人ひとりが、

責任感を持ち「イベントを成功させよう」という同じ気持ちでいるからこその運営力だと

思います。 

東京オリンピックでも多くのボランティアの皆さんが参加されることと思います。オリン

ピック自体はもちろんですが、大会を支えるボランティアの皆さんの活躍が注目され、世

界中の方々の目に留まったらいいですよね♪ 

 

／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼ 

 

【メルマガ『Fボラ』】 

 

発行開始日：平成 28年 9月 20日 

 

①ご意見・ご感想・載せてほしい情報などがあれば 

ぜひお寄せください。 

E-mail：siminkatsudo@city.fujieda.shizuoka.jp 

②バックナンバーをホームページにて公開しています。 

 

------------------------------------------------ 
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【発行元】 

藤枝市 市民活動団体支援課 

〒426-8722  藤枝市岡出山 1丁目 11番 1号 

藤枝市役所東館 4階 

TEL:054-643-3274  FAX:054-643-3327 

E-mail:siminkatsudo@city.fujieda.shizuoka.jp 

HP:http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ 
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