回 覧

ボランティアへの関心や社会的認識は、先の阪神淡路大震災や日本海重油流出事故を
きっかけとして急速に高まり、藤岡市でも市民の自主的かつ自発的なボランティア・
ＮＰＯ活動を支援するため、平成１４年１０月に「ウィズ」を開設しました。
開設から１年が経過し、市民の皆さんをはじめとして、多くのボランティア団体や
個人ボランティアの方々のご指導、ご支援により今日を迎えることができ心から感謝
申し上げます。
今後、私たち運営委員１５名は、市民の皆さんの施設である「ウィズ」を更に多く
の方々に知っていただくとともに、気軽にご利用いただけるよう努力していきますの
で、よろしくお願い申し上げます。

～ウィズ１年のあゆみ～
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ウィズはここにあります
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(旧NTT藤岡営業所内)
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腹話術ボランティアをやっていますが、ウィズ
のおかげで安心して活動でき、活動範囲も広がり、
良い仲間がたくさんできました。アドバイザーさ
んの対応も暖かいです。 腹話術ボランティア

ウィズに行き紹介してもらった施設に行ったと
ころ、とても暖かい感じで楽しかったです。ウィ
ズはとてもいい感じで、また行っていろいろなこ
とを聞きたいと思います。 藤岡北高校女子生徒

人と人とを結び付けてくれる、とても良い施設
だと思います。イベントなどの心配りがとてもう
れしいです。コピーや印刷も便利に使わせてもら
っています。
虹の会会員

ウィズは明るく、アドバイザーさんも親切で、
とても利用しやすい。また、夜遅くまで開いて
いるので便利です。
楽々クラブ会員

ウィズでは、とても親切にボランティアを紹介
していただき、紹介された施設では、とても楽し
い時間を過ごすことができ、また行きたいと思い
ました。
藤岡北高校女子生徒

ウィズにはいろいろ資料があり、活動するのに
一役担ってくれています。団体連絡ボックスも今
後利用したいと思います。
おもちゃ図書館きりん会員

（使用済み切手）

収集家に販売し、施設づくりや海外医療援助等の資金として
活用される。余白を５㎜残して切り取り、日本と外国のものに分
けて送る。
（使用済みプリペイドカード等）
収集家に販売し、ボランティア団体や発展途上国への援助活
動資金として活用。
（書き損じハガキ）

ボランティア団体などで手数料を負担し、新しいハガキに交換
したものを協力者に引き取ってもらい福祉活動に役立てる。
（ロータスクーポン・ベルマーク等）

協賛会社の商品についており、集めた点数により賞品に交換
し、発展途上国等へ提供する。

※ 集まった物はウィズにお届けください。市内で取りまとめているボランティアさんにお渡しいたします。
－２－

ボランティア募集情報
「太鼓エモーション」スタッフ募集

「パソコン相談室」スタッフ募集

日 時
場 所
内 容
申し込み

ウィズ内で「パソコン相談室」の開設を検討しており、
お手伝いいただける仲間を募集します。
一緒にやってみたい方は、 市川さん
０９０－２６６９－９４０１
E-mail cak39820@pop17.odn.ne.jp へ連絡

平成１５年１１月１６日（日）午前１１時～
みかぼみらい館
受付、会場整理、太鼓の搬入等
平成１５年１０月３０日（木）までに
市役所企画課文化国際係
２２－１２１１（内）２４２８ へ連絡

「ＮＰＯ法人たすけあいワーカーズ歓フォアン」

「頑張れヤリタナゴ！笹川クリーンアップ大作戦」
・配食ボランティア（無償）
お弁当利用者への配食。
日 時 平成１５年１１月９日（日）午前１０時～１２時
水曜日、金曜日 午前１１時～１２時
活動場所 赤つ橋周辺（上戸塚地内）
・お弁当作りのお手伝い（有償、１，０００円／日）
配食用のお弁当作り
集合場所 神流川サッカーグラウンド駐車場
水曜日、金曜日 午前９時～午後１時
内 容 笹川のゴミ拾い等（川に下りて）
・移送ボランティア（有償、７００円／時間）
申し込み 不 要（当日集合場所に直接お越しください）
病院等（市内、市外）に出かける際の送迎
連 絡 先 掛川さん ２４－２３５２
日時は相談のうえ
・ディサービス利用者の送迎（有償、７００円／時間）
E-mail kawagera@h2.dion.ne.jp
ディサービス利用者の送迎
※ 当日は、長靴と丼（うどんの用意あり）を持参して
利用のある日の午前と午後１時間ずつ
ください。
連絡先 井上さん ４０－２５１２

ウィズからのお知らせ
「市民ボランティア講座」参加者募集
日
場
内
対 談

時
所
容
者

平成１５年１０月２９日（水） 午後７時～９時
藤岡市ボランティアネットワークセンター
対 談「私のボランティア」
山崎
茂 氏（三波川ふるさと児童館「あそびの学校」代表）
吉野 英章 氏（藤岡市子ども会指導者会連絡協議会会長）
受 講 料
無 料
申 込 み
不 要（当日会場に直接お越しください）
問 合 せ
藤岡市ボランティアネットワークセンター
２２－８８８３ まで
※「あそびの学校」
日替わりで市内の各公園にて子どもとお母さんを対象にした遊びや、
小学生を対象とした昔の遊びをとおして、地域の子どもたちの健全
育成を行っている。
「子ども会指導者会」
各地域の子ども会が行う事業や、市のアドベンチャースクール、子
どもフェスティバルなど、子どもを対象とした事業の活動支援を行
っている
「ウィズホームページリニューアル」
ウィズのホームページが新しくなりました。今後、情報を充実させていきますの
で、皆さんのご協力をお願いいたします。
また、会員募集やイベントの周知など、掲載したい情報がありましたら、ウィズ
までお寄せください。
ウィズホームページアドレス（市のホームページからも入れます）

http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_gyosei/with/withindex.htm
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分野
福祉

生涯学習

まちづくり

文化
スポーツ振興

環境

災害救助
地域安全
平和推進活動
国際交流
国際協力

子どもの
健全育成

団 体 名
桑の実会
ひまわり
みどり会
かたりべの会
萩の会
ＪＡ多野藤岡みのりの会
のぎくの会
藤岡市勤労青少年ホーム
ボランティア部会
むつぼしの会
のぞみの会
おもちゃの図書館きりん
ＮＰＯ法人
たすけあいワーカーズ歓フォアン
藤の根会
虹の会
都会
大正琴群馬愛好会藤岡支部
藤岡市食生活改善推進員協議会
藤岡シニアネット
楽々クラブ
サロネット
ＮＰＯ法人
ヒューマンコミュニケーション
ＮＰＯ法人 ゆうゆうぐんま
上州藤岡上杉管領太鼓
白石飯玉神社神事芸能保存会
藤岡市民太鼓
ＮＰＯ法人
親善クレセールプロジェクト
群馬にプロサッカーチームを創る会
藤岡ソフトテニスクラブ
フレンドオブ鮎川
三ツ木ボランティアクラブ
日野ホタルの会
百合の会
藤岡市ウォーキング協会
温井川保存会
美化促進会
市町村職員年金者連盟藤岡支部
交通安全協会藤岡支部
自衛隊退友会藤岡支部
藤岡市国際交流協会
藤岡市民映画上映会
ＮＰＯ法人 コスモヴィレッヂ
藤岡ハングル愛好会
ＵｎｉＥａｒｔｈ（ユニアース）
藤岡ＶＹＳ
クロスロード
ガールスカウト群馬６３団
ＮＰＯ法人 ラポールの会
三波川ふるさと児童館
「あそびの学校」
藤岡市子ども会指導者会連絡協議会
藤岡元気太鼓
稲穂の会
藤岡市読み語りの会ネットワーク

活 動 内 容
老人施設への給食サービス、友愛訪問
訪問介護
老人施設への給食サービス、お元気ですかコール
聴覚障害者向けに市広報の朗読テープ作成
老人施設への給食サービス、友愛訪問
ミニディサービス
手話サークル
老人福祉施設への慰問（ギター）
図書の点訳、点字の指導
老人施設への給食サービス、お元気ですかコール
障害児への支援
配食サービス、ディサービス
通院介助サービス、ホームヘルプサービス
老人施設への給食サービス、お元気ですかコール
障害者の余暇活動、生活支援
老人福祉施設への慰問（演舞）
老人福祉施設への慰問（大正琴）
食による健康づくりの推進
シニアによるパソコン学習、講習会の開催
シニアによるパソコン学習、指導
シニアによるパソコン学習
イベントの企画、インターネット放送局
街中エコクリーン
サッカーイベントによるまちづくり
各種行事での演奏、老人ホーム等での演奏
祭事での披露、青少年への芸能指導
各種行事での演奏、青少年への太鼓指導
サッカーによる子どもの健全育成、まちづくり
サッカーによるまちづくり
ソフトテニスの指導、大会の開催
鮎川沿線山河の環境美化、野生動植物の保護
地域の清掃美化
ホタルの保護、自然環境に関する講演
街角での花壇作り
道路整備、清掃活動
温井川周辺の環境美化
地域の清掃美化
災害発生時における奉仕活動
交通安全普及啓発活動
防衛意識の普及啓発、自衛隊への協力
国際交流、外国人向けの日本語教室の開催
映画上映によるアジア文化の紹介、国際交流
外国語講座の開催、難民支援バザーの開催
韓国・北朝鮮の文化紹介、ハングル語講座の開催
発展途上国への物資支援、海外留学の促進
キャンプの指導、青少年の健全育成
不登校児のためのフリースクール運営
募金活動、清掃活動、青少年の健全育成
教育相談、不登校児等の相談、青少年の健全育成
市内の公園に移動児童館を開設、遊びの出前講座
子育連事業の支援、子どもフェスティバル協力
子どもたちによる地域イベントでの太鼓演奏
学校週５日制に伴なう教育活動
小中学校での読み聞かせ、遊びの会開催

