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　今年の干支は亥（いのしし）。大勢の団塊
世代ともいわれる方々が、新しい人生のチャ
レンジを迎えます。
  これからの余暇時間の一端を身近な市民活
動に生かしてみませんか？（２ページ参考）
　ウィズでは、皆さんの社会参加のためのお
手伝いをしています。関心のある方は気軽に
ご相談ください。　

AED 救急法講習会  ～第２弾～

楽々チョボラ講習会
    ～ふろしきオモシロ活用術～

(11/25)

(11/30 ・12/7)

（日常に自然体でエコ的生活・マイバッグを）

（いざ、という時のためにまずは体験！）

地域でサークル活動をしている皆さん

  

 

by 「桐生ふろしきの会」

ウィズでは、互いの交流を大切にした「講座」を、開催しています。
ボランティア活動のきっかけづくりにきっとお役に立ちます。

互いの交流を大切にした「講座」開催のご案内（４面参考）

by　多野藤岡広域消防ボランティア

 

ボランティア活動のきっかけづくりにきっとお役に立ちます！

 

　３月９日、互いの交流を大切にした「講座」開催（４ページ参考）

 

 

社会教育の
推進を図る

まちづくりの

推進を図る

文化、芸術または

スポーツの振興を図る

環境の保全を図る

災害救援活動

地域安全活動

国際協力

人権の擁護または
平和の推進を図る

男女共同参画社会の
形成の促進を図る

子どもの健全育成

を図る

情報化社会の
発展を図る

経済活動の
活性化を図る

消費者の保護を図る

職業能力の開発または
雇用機会の拡充を支援

保健、医療または

福祉の増進を図る

ボランティア活動

“ボランティア”というと、
　支えたり、守ったりする活動だけだと思っていませんか？ 

人々の価値観が多様化する現代では、
ボランティア・ＮＰＯの活動分野はたいへん広く１７分野もあります。

藤岡市ボランティア団体情報バンクには、
８分野にわたって７７団体が登録されています。

あなたの出来ること、
関心のあることを通して

仲間作りや社会貢献を
してみませんか。

ボランティアや市民活動には、
個人や地域社会を元気にするようなものも多く、
今後が期待されています。

～活動を安全に行うために～

  活動を継続して行いたい方は、「ボランティア活動保険」

へ加入することが出来ます。藤岡市では、「ボランティア

活動保険」加入掛金補助制度があります。

詳細については、お気軽にウィズまでご相談ください。

ウィズホームページは、藤岡市ホームページからの検索で

ご覧になれます。

非営利団体の運営
または
活動に関する連絡、
助言または援助

科学技術の
振興を図る
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ウィズでは、年間を通じてリサイクル資源の収集に取り組んでいます。

日頃多くの皆様にご協力いただき、ありがとうございます。今後もより多くの

方のご協力をお願いいたします。お気軽にウィズまでお持ち下さい。

んなわけで、｢カンボジア｣ に学校を贈ることに決まりました。

昔々、カンボジアの首都プノンペンの北２５ｋｍあたりに日本人街があったそうな。

そこでは今、未来ある子どもたちの為の学校が足りなくて、教材も少ないと言う。そ

５月６日～１９年１月３１日までに

市内の小中学校、高校、企業、一般市民、

遠くは高崎、前橋、富岡からも協力いただき

こんなに集まりました。

根岸さん

高橋正雄さんによる手品

実行委員会

～「花みづき」にて～

名演技に拍手喝采

指導者会の中林美恵子さんによる

～「西蓮寺」にて～

子どもたちの真剣なまなざし

紙芝居にすっかりくぎづけ
・・・・

それでも子どもたちは勉強がしたいそうな。

「ウィズ」では
　　　「アジアのこどもたちに学校を贈る会」を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支援しています

リサイクルに協力いただき、早い時期に学校を贈りたいと考えています。

５９８kg

３１２kg

２８９kg

３８１kg

１３８枚

アルミ缶

プルタブ

書き損じハガキ

６０７kg
３５３kg

３２２kg

４０３kg

１３８kg

Ｈ１８年５月６日～１９年１月３１日まで

に市内の小・中学校、高校、企業、一般市民、

遠くは高崎、前橋、富岡からも収集に協力い

ただきこんなに集まりました。

！ありがとうございます

「アジアのこどもたちに学校を贈る会」では、

ウィズ登録団体からのお知らせ

　昔々、カンボジアには日本人街があったそうな。現在、日本と縁のあるその地域では、
未来ある子どもたちの為の学校が足りなくて、教材も少ないそうです。

　そこで、アジアの子どもたちへ学校を贈る候補地を「カンボジア」に決めました。

今後もよろしくお願いいたします。

中林美恵子さんによる紙芝居
（藤岡市子ども会指導者会連絡協議会）

→

高橋正雄さんによる手品

→

－ ２ －



 

～サンキューボランティア～  　

日　時　３月９日(金)　ＰＭ６:３０～ＰＭ８　:００
場　所　ウィズ
内　容　ボランティア団体による活動発表・実演など
対　象　一般市民（どなたでもお気軽にどうぞ）
申込み　ウィズ(電話22-8883) 3月3日(土)まで
その他　当日、活動発表・ボランティア募集・アトラ

クション実演等希望の団体大募集!!日頃の成
　　　　果をご披露ください。ジャンルは問いません。　

　　　お気軽にウィズまで連絡を。

ミ
ニ

観
に フェスティバル やってみよう! ゆびあみ

  手と糸があれば、どこでもできる
ゆびあみ! 基本のあみ方をマスター

しましょう。

日　時 2月28日(水)ＰＭ6：30～
場　所 ウィズ
持参するもの 毛糸(1～2玉)
　　　　　　　太さは自由
　　　※申し込み不要
　　　 直接お越し下さい。
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(11/25)

　今年の干支は亥（いのしし）。大勢の団塊
世代ともいわれる方々が、新しい人生のチャ
レンジを迎えます。
  これからの余暇時間の一端を身近な市民活
動に生かしてみませんか？（１ページ参考）
　ウィズでは、皆さんの社会参加のためのお
手伝いをしています。関心のある方は気軽に
ご相談ください。　

AED 救急法講習会  ～第２弾～

（いざ、という時のためにまずは体験！）

by　多野藤岡広域消防ボランティア

楽々チョボラ講習会
    ～ふろしきオモシロ活用術～

(11/30 ・12/7)

（日常に自然体でエコ的生活・マイバッグを）

by 「桐生ふろしきの会」

～ 身近でできる“いいこと”探してみませんか ～

さあ！
地域デビュー
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ミニ観にフェスティバル

～サンキューボランティア～  　

日　時　３月９日(金)　ＰＭ６:３０～ＰＭ８　:００
場　所　ウィズ
内　容　ボランティア団体による活動発表・実演など
対　象　一般市民（どなたでもお気軽にどうぞ）
申込み　ウィズ(電話22-8883) 3月3日(土)まで
その他　当日、活動発表・ボランティア募集・アトラ

クション実演等希望の団体大募集!!日頃の成
　　　　成果をご披露ください。ジャンルは問いませ　

　　　ん。お気軽にウィズまで連絡を。

 

 

 

 

日　時 　3月24日(土) 雨天中止
　　 　　午前9:30集合 
　　　　 午前10:00～正午 清掃活動
内　容 　ららん藤岡側道清掃
　　 　　歩道、植え込み等のゴミ収集
集合場所 ららん藤岡内メルヘンプラザ　
　　 　　観覧車付近
連絡先 　藤岡RAC 社会奉仕委員長 野島まで
　　　   PCｱﾄﾞﾚｽ 
         creeping-coin@jasmine.ocn.ne.jp

藤岡ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ清掃活動
 

ボランティア募集情報＆お知らせボランティア募集情報＆お知らせ

あそびの学校「うたごえ例会」

音楽ボランティア

① ピアノ・アコーディオン
　 ギターで、うたごえを
　 リードできる方
② うたごえ全体のリーダー
　 （司会兼歌い手）
昨年11月から毎月1回、例会を
開催中。2月は24日(土)

問い合わせ NPO法人 あそびの学校
　　　　　 (電話 52-6530または
　         22-1147 )

青春が甦る!!

やってみよう! ゆびあみ

  手と糸があれば、どこでもできる
ゆびあみ! 基本のあみ方をマスター

しましょう。

日　時 2月28日(水)ＰＭ6：30～
場　所 ウィズ
持参するもの 毛糸(1～2玉)
　　　　　　　太さは自由
　　　※申し込み不要
　　　 直接お越し下さい。
 

 

 藤岡市国際交流協会活動へのお誘い

  本協会は皆様のご支援のもと、創立10周年を
迎えることができ、心より感謝いたします。今
後も世界各国の皆様と交流を通して、一層大き
な輪を広げていきたいと思っています。皆様の
入会をお待ちしていますので、ぜひご参加下さ
い。(個人会員 年会費2千円)
　19年度も下記のようにさまざまな事業を予定
しています。

国際交流まつり・国際交流パーティー

国際交流に関する作文・ポスター・絵
標語の、啓発作品募集・表彰

  

中国江陰市への友好都市訪問・物産販売

韓国語教室・英会話教室・外国人のための
日本語教室・外国料理教室の開催

問い合わせ 本協会事務局　
(藤岡市企画課内 電話22-1211) 　

洋服プレゼントのお願い
  カンボジアの人達に着なくなった
家族の洋服をプレゼントしませんか。
以下の要領でご協力をお願いします。

春・夏物、大人用・子供用、
どちらでもけっこうです。
クリーニングしてあるもの。
汚れや傷ものはご遠慮下さい。
配布先は現地の要望に応えて
スタッフが各村々に配る予定です。

 

主催　　NPO法人「T・M良薬センター」
問い合わせ・収集場所　　
　　　　＊天龍寺 藤岡市藤岡461

        

　(電話22-0284 FAX22-5004)
＊ウィズ(電話22-8883)

２月末日締め切り

ミ
ニ

観
に フェスティバル

 

日　時　　3月24日(土）雨天中止
　　　　　AM9：30集合
　　　　　AM10：00～正午まで清掃活動
内　容　　ららん藤岡側道清掃
　　　　　歩道､植え込み等のゴミ収集
集合場所　ららん藤岡内メルヘンプラザ
　　　　　観覧車付近
連絡先　　藤岡RAC 社会奉仕委員長　野島まで
　　　　　PCｱﾄﾞﾚｽ
　　　　　creeping‐coin＠jasmine.ocn.ne.jp

　　　　　

　

 

① ピアノ･アコーディオン･ギター
　 で、うたごえをリードできる方
② うたごえ全体のリーダ
　 （司会兼歌い手）
昨年11月から毎月1回､例会を開催
中。2月は24日(土)

問い合わせ NPO法人 あそびの学校
(電話52-6530または22-1147)

 

 

・会議室（要予約）、談話コーナー  

（活動のための会議や打ち合わせに） ・印刷（用紙持参）

・インターネット（ボランティア情報の検索）・書籍コーナー

・情報提示コーナー

 

 

 

　

 

〒375-0024　藤岡市藤岡１５６７番地１５
            (旧NTT藤岡営業所内)

一丁目

大戸町

藤岡公民館

市民ホール

図書館

児童館

七丁目 四丁目

〒

ウィズはここにあります

歩
道
橋
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TEL  0274-22-8883
FAX       22-8884
E-MAIL   f-with@crocus.ocn.ne.jp
HPアドレス  http://www.city.fujioka.gunma.jp/

「ウィズ」ご活用ください！


