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ウィズはここにあります
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本年も「ウィズ」をよろしくお願いします

　ウィズでは、みなさんのボランティア活動がより活発に行われるよう

支援してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

藤岡市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ

運営委員会一同

アドバイザー一同
 クイズに答えて賞品を

　クロスを解いて、二重枠の文字を並び替え、１つの単語を作ってください。正解者の中から抽選で５０名の

方に景品を差し上げます。応募希望の方は、官製ハガキに答え、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、感想を

記入し、ウィズへ郵送するか、ウィズへ直接お越しください。（応募用紙があります）

　応募期限は３月１５日（月）まで。当選者は３月２２日（月）からウィズに掲示します。

　　　※賞品の発送はいたしませんので、ご自分でご確認をお願いいたします。

　　　しよう

藤岡市ボランティアネットワークセンター運営委員会、アドバイザー一同
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（タテのカギ）

　　１　アニメでは「ラスカル」が有名です。

　　２　合図や暗号。また、署名すること。

　　３　新年を祝って開く宴会。

　　４　カカオ豆で作った、チョコレート色の飲み物。

　　５　○○○ドア、○○○車、○○○販売機。

　　６　自ら希望して願い出ること。○○○兵。

　　７　液体が気体に変化すること。

　　８　物事の構造や仕組みの大きさ。○○が大きい。

（ヨコのカギ）

　　１　くわ科の一年草。○○袋。

　　３　車や自転車などを入れておく建物。ガレージ。

　　９　雷を神にたとえたもの。風神、○○○○。

　１０　赤道直下にあり、マレー諸島などからなる共和国。

　１１　人工的につくった水路。スエズが有名。

　１２　暖炉やキャンプで燃料として使用する材木。

　１３　部屋の空気を入れ替えること。

　１４　家族がともに生活する場所。

（協力）市光工業㈱、三菱鉛筆㈱、吉野工業所㈱、日本肥料㈱、東邦亜鉛㈱、藤岡北高等学校

 



－２－

　昨年１１月、青少年のボランティア活動をたたえる「プルデンシャルボランティア

賞・審査員賞」を藤岡北高校３年生の今井香織里さんと新井ひとみさんの２名が受賞

されました。

※「プルデンシャルボランティア賞」は、中高生のボランティア活動をたたえる

表彰制度で、活動の体験談や感想などを募集し、全国賞のほか、全国８地域ごと

にブロック賞、審査員賞などの表彰を行うもので、７回目を迎えた今回、全国か

ら約３，０００件の応募がありました。

 

 

プルデンシャルボランティア賞（アワード）受賞プルデンシャルボランティア賞（アワード）受賞プルデンシャルボランティア賞（アワード）受賞

プルデンシャルボランティア賞（アワード）受賞

 

プルデンシャルボランティア賞（アワード）受賞

　私が所属している「キッズエコプロジェクト

チーム」の主な活動は、地域の子どもたちに歌

やゲームなどを通して環境に対する意識を高め

てもらうことです。

　環境問題やゴミの分別など環境について楽し

く学べるように、仲間と協力しながら劇やゲー

ム、紙芝居などを作成しています。どうすれば

園児たちに分かりやすく教えられるのか、また

楽しんでもらえるのかと考えると、とても大変

ですが、勉強になります。

　今回、プルデンシャルボランティア賞の審査

員賞という素晴らしい賞を受賞できて、とても

嬉しいです。

　また、このような評価を受けたことは、今後

の活動への自信につながります。

　今後も、今以上に私たちの活動の幅が広がれ

ばいいと思います。

　　　　　　藤岡北高校３年　　新井　ひとみ

　私がいちばん最初に感じたのは「うれしい」

の一言だと思います。この企画に参加させても

らったのは２年目で、昨年は奨励賞でした。

　昨年は、何気なく書いたのですが、今回は、

「高校生最後」ということで、自分たちの活動

をいかにうまく伝えるか考えました。また、部

長になってからのストレートな気持ちや考えも

うまく伝えられたのが良かったのだと思います。

　１年生のときから行ってきた活動を１つ１つ

思い出し、そのときの気持ちを考えてまとめた

ので、時間はかかりましたが納得いくものがで

きました。

　今回、私が書いたものが、１人でも多くの人

に読んでもらえたらとても嬉しいです。また、

ボランティアに興味をもってもらうきっかけに

なればいいなと思います。

　　　　　　藤岡北高校３年　　今井　香織里

～活動の様子・受賞者の声～

紙芝居を使って子どもに環境について

　　　　　　　　　　　　教えている様子

環境についての知識を

　　　　　ダンスで伝えている様子



－３－

春休みにできるボランティア春休みにできるボランティア

　成人式を迎えられたみなさん、おめでとうございます。

　大人への仲間入りを果たし、気持ちも新たになったことと思います。

　そこで、２０歳を迎えた記念にボランティア活動を始めてみませんか。

　空き時間を利用してできる身近なものや、長期間に渡り行うもの、２０歳に

なって初めてできるものなど様々な活動があります。

　例えば、収集ボランティアや、青年海外協力隊、はたちの献血や骨髄バンク

ドナー登録などがあります。

　興味はあるけど踏み出せない方は、一度ウィズに来て見ませんか。アドバイ

ザーが親切丁寧に、あなたに合った活動の情報を提供いたします。

　春休みは、期間は短いですが、学校から出される課題も少なく、時間に余裕

のある学生さんも多いと思います。

　そこで、空き時間を利用して気軽にできるボランティア活動を紹介します。

やってみたいけど、どこでどのような活動が行われているのか分からない方は、

ウィズへお越しください。

　　　・ 古切手等の収集活動

　　　・ 地域の環境美化活動

　　　・ 廃油せっけんづくり

　　　・ アルミ缶収集

　　　・ 幼児の遊び相手

　　　・ 各種イベントの手伝い

　　　・ 福祉施設での活動

　　　　　（１日だけでも受け入れてくれる施設があります。）

 成人式を迎えられたみなさん、おめでとうございます。

 大人への仲間入りを果たし、気持ちも新たになったことと思います。

 そこで、２０歳を迎えた記念にボランティア活動を始めてみませんか。

 空き時間を利用してできる身近なものや、長期間に渡り行うもの、２０歳に

 なって初めてできるものなど様々な活動があります。

 　例えば

    　　 ・ 古切手や使用済みテレホンカードの収集

    　　 ・ 地域の環境美化活動

    　　 ・ 廃油を利用した石けん作り

    　　 ・ アルミ缶の回収

    　　 ・ 幼児の遊び相手

    　　 ・ イベントなどのお手伝い

    　　 ・ 福祉施設での活動

    　　 ・ 青年海外協力隊

    　　 ・ ２０歳の献血

    　　 ・ 骨髄バンクドナー登録

 などが挙げられます。

 興味はあるけど踏み出せない方は、一度ウィズに来て見ませんか。

 アドバイザーが親切丁寧に、あなたに合った活動の情報を提供いたします。

 

　　　　　新成人を対象に

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を対象に

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を対象に

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を対象に

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を対象に

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を対象に

ボランティアセミナーを開催しました

　平成１６年１月２８日（水）ウィズにおいて、

一般市民を対象にボランティアセミナーを開催

いたしました。

　セミナーは、藤岡市ボランティアネットワーク

センター運営委員会企画運営部会が企画したもの

で、３回目となる今回は、藤岡北高校を卒業され

た３名の新成人による対談形式で行われました。

　　　　　新成人を迎えて

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を迎えて

ボランティアセミナーを開催しました

　　　　　新成人を迎えて

ボランティアセミナーを開催しました

真剣に話を聞く参加者

左から峯岸さん、真塩さん、朝日さん

　平成１６年１月２８日（水）ウィズにおいて、

一般市民を対象にボランティアセミナーを開催

いたしました。

　セミナーは、藤岡市ボランティアネットワー

クセンター運営委員会企画運営部会が企画した

もので、３回目となる今回は、藤岡北高校在学

中に、キッズエコプロジェクトチームで活躍さ

れ、卒業後も積極的に活動されている３名の方

による対談形式で行われました。

　対談は、楽しい雰囲気の中で行われ、活動の

きっかけや活動を通じての感想、また、ボラン

ティアとは何かといった深い内容まで踏み込ん

だ話になり、参加者は、若い人のボランティア

感について、熱心に耳を傾けていました。

今後も、同様のセミナーを随時開催していく予定ですので、こんな

話が聞きたいというご意見がありましたら、ウィズへお寄せください。

　対談は、楽しい雰囲気の中で行われ、活動の

きっかけや活動を通じての感想、また、ボラン

ティアとは何かといった深い内容まで踏み込ん

だ話になり、参加者は、若い人のボランティア

感について、熱心に耳を傾けていました。

　

　今後も、同様のセミナーを随時開催していく

予定ですので、こんな話が聞きたいというご意

見がありましたら、ウィズへお寄せください。



ボランティア募集情報

ウィズからのお知らせ

お詫びと訂正

　前号「市民活動かわら版第２号」４ページ目の「藤岡市ボランティア情報バンク登録団体」

において、下記のとおり誤りがありました。

　関係者の方々には、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げ、訂正させ

ていただきます

              ・かたりべの会活動内容

　　　　　　　　　    誤 「聴覚障害者」→ 正 「視覚障害者」

　　　　　　　　・団体名

　　　　　　　　　    誤 「自衛隊退友会」→ 正 「自衛隊隊友会」

　　　　　　　　　    誤 「温井川保存会」→ 正 「温井川栗須会」

－４－

「あそびのボランティア養成講座」受講生募集

三波川ふるさと児童館「あそびの学校」では、あそびを通じて

子どもにとってホットする居場所づくりを図る支援者を養成する

ための講座を開催します。

（日　程）・平日コース（１４時～１６時、全６回）

　　　　　　　２／２５（水）、３／３（水）、３／１０（水）、

　　　　　　　３／１７（水）、春休み期間（未定）、３／３１（水）

　　　　　・土曜コース（１０時～１２時、全６回）

　　　　　　　２／２８（土）、３／６（土）、３／１３（土）、

　　　　　　　３／２０（土）、春休み期間（未定）、３／３１（水）

　　　　　　　　※最終日は、平日コースと同日

（対　象）・市内在住又は在勤の高校生以上で、

　　　　　　講座終了後活動できる人

　　　　　・原則として、全日程参加できる人

（定　員）　平日、土曜コースともに１０名（先着順）

（参加費）　２，０００円（資料、材料代）

（場　所）　藤岡市ボランティアネットワークセンター「ウィズ」他

（申込先）　〒370-1405　鬼石町三波川１８６９－２

　　　　　　　三波川ふるさと児童館「あそびの学校」

　　　　　　　（電話、ＦＡＸ）０２７４－５２－６５３０

「あそびのボランティア養成講座」受講生募集

　三波川ふるさと児童館「あそびの学校」では、あそびを通じて

子どもにとってホットする居場所づくりを図る支援者を養成する

ための講座を開催します。

（日　程）・平日コース（１４時～１６時、全６回）

　　　　　　　２／２５（水）、３／３（水）、３／１０（水）、

　　　　　　　３／１７（水）、春休み期間（未定）、３／３１（水）

　　　　　・土曜コース（１０時～１２時、全６回）

　　　　　　　２／２８（土）、３／６（土）、３／１３（土）、

　　　　　　　３／２０（土）、春休み期間（未定）、３／３１（水）

　　　　　　　　※最終日は、平日コースと同日

（対　象）・市内在住又は在勤の高校生以上で、

　　　　　　講座終了後活動できる人

　　　　　・原則として、全日程参加できる人

（定　員）　平日、土曜コースともに１０名

　　　　　　　（先着順、定員になり次第締め切り）

（参加費）　２，０００円（資料、材料代）

（場　所）　藤岡市ボランティアネットワークセンター「ウィズ」他

（申込先）　〒370-1405　鬼石町三波川１８６９－２

　　　　　　　三波川ふるさと児童館「あそびの学校」

　　　　　　　（電話、ＦＡＸ）０２７４－５２－６５３０　

「動物保護ボランティア」仲間募集

　飼い主のいない犬や猫等を、地域で世話をしたり、

里親探しをするボランティア活動をやりたいと考え

ている方がいます。

　この活動は、処分されてしまう動物達を１匹でも

多く救おうという活動です。

　　　　　　　　

　　　　　　　　協力してくれる方を募集します。

　　　　　　　　希望される方は「ウィズ」までお問い合わせください。

「話し相手・余暇支援ボランティア」募集

　市内の各福祉施設では、入居者の話し相手になってくれる人や、音楽

等による余暇支援をしてくれるボランティアを随時募集しています。

　詳細は「ウィズ」にお問い合わせください。

 

                                       「交歓会」を開催します。

　インドネシア共和国から、市内の企業に研修で来日している方を囲んで交歓会を開催します。

　身近な国際交流を通して、自分にできることを考えてみませんか。

　童謡ボランティアさんの実演も予定していますので、お気軽にご参加ください。

    日　　時　　平成１６年３月６日（土） １４時～１６時（時間内出入り自由）

　　場　　所　　ウィズ

　　申し込み　　不　要（当日直接会場へお越しください。）

　　参 加 費　　無　料

　　問い合せ　　ウィズ（電話）０２７４－２２－８８８３

　前号「市民活動かわら版第２号」４ページ目の「藤岡市ボランティア情報バンク登録団体」

において、下記のとおり誤りがありました。

 関係者の方々には、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げ、訂正させ

ていただきます。

                ・かたりべの会活動内容

                      誤 「聴覚障害者」→ 正 「視覚障害者」

                ・団体名

                      誤 「自衛隊退友会」→ 正 「自衛隊隊友会」

                      誤 「温井川保存会」→ 正 「温井川栗須会」


