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発行元 藤岡市ボランティアネットワークセンター ウィズ

依然として続くコロナ禍の状況下、皆様どのようにお過ごしでしょうか。
ウィズでも様々なイベントや講座が中止となり、かわら版も止む無く通常通りの発行を
見合わせておりましたが、今回スペシャル版として皆様にご覧いただけることとなりま
した！ 盛りだくさんの内容で皆様に元気をお届けできますことを、スタッフ一同心より
願っております。
ウィズスタッフ一同

10/26 清掃ボランティア活動開催！！

秋晴れの下、密にならない屋外ボラ活動を
開催し、多くのボランティアさんにご協力いた
だけました。

毎回参加して
い る 。今 回も
開催案内が
届 き 、 参 加し
ました。

寄贈いただいたハイビスカスを
参加者にプレゼント♪

自粛で活動の少
ない中、時間的
に負担のないボ

11/6 オンライン会議出席！！
今後も積極的

ラ活動だったの
で、参加してみま
した！

に、オンライン
会議を活用し
よう！
県内公設民営中間支援機関情報交換会に参加しました！
前橋・桐生・玉村・藤岡（ウィズ）の４施設が参加し、オンライン上にて
現況報告や活発な意見交換を行いました。

－１－

コロナ禍における登録団体へのアンケート 結果まとめ
＜対象＞ 藤岡市ボランティア情報バンク登録団体、慰問活動を行う個人
＜期間＞ 令和２年６月中旬（6/5発送）～７月末日
＜発送数/回答数＞ １１２団体／５８団体
＜目的＞ コロナ禍での各団体の状態や、今後の活動に向けての方針、ウィズへの希望することな
どの把握および今後のセンター事業の参考として活用するため。
＜内容＞ 記名式とし、各団体の平素の活動内容と、コロナ禍における変化を記述にて回答いただ
いた。
まちづくり２団体

Q1.「団体について」
≪回答団体内訳≫
活動分野
福祉
文化・スポーツ振興
環境
災害救助、地域安全
国際交流、平和推進活動
子どもの健全育成
まちづくり
生涯学習
計
Q2.「現在の活動状況について」
Q2-①活動への影響
活動休止・停止・延期
46
活動場所の利用不可
8
行事・慰問等の中止
5
集まることができない
3
活動の縮小
2
その他
3

生涯学習４団体
子どもの健全育成

団体数
20
18
4

災害救助、国際交流等

4

環境４団体

６団体

福祉20団体

４団体

6
2
4
58

文化・スポーツ振興18団体

活動休止期間
Q2-②コロナ禍で行っていたこと
３月～４月
2
個人での活動
５月まで
22
少人数での活動
６月まで
10
声がけや連絡
７月まで
1
情報の発信
８月以降まで 5
備品の貸出し
再開未定
17
休止せず
1
Q2-③活動を行う上での工夫
Q2-④活動を行う上での配慮
事務連絡等密にする
モチベーションの維持を心掛ける
活動時間短縮、内容、場所等の変更
新しい生活様式の徹底に努める
少人数での活動
感染予防グッズの利用
感染予防グッズの使用
状況を重視し、活動可否を判断
新しい生活様式の徹底
活動参加への自主性を重視
自らの健康管理
個人活動、個人健康管理へ変更
Q2-⑤困りごとはありますか？
Q3.「メンバーへの対応について」
活動ができない（練習不足等）
Q3-①総会は行いましたか？（選択に重複あり）
今後の活動計画が立たない
行った
17
従来から開催せず
8
活動場所の使用禁止
行わなかった
26
書面通信のみ
14
新しい生活様式への対応
Q3-②メンバー間の連絡方法（重複あり）
モチベーションの維持・継続
連絡網、会合
8
活動資金
電話、メール、FAX
46
感染者が出た場合の対応策
ライン、SNS等
15
会員の現状把握ができない
手紙、張り紙等
6
名簿提出時の個人情報記載について
連絡を取り合っていない
2
Q4.「今後の活動について」
Q4-②会の感染予防対策
新しい生活様式の徹底
Q4-①活動継続上の影響
気力（モチベーション）の維持
活動内容と方法の見直し
慰問活動の不可
感染予防グッズの使用（マスク、消毒液等）
活動計画、活動内容の変更等
健康管理の徹底（体温測定等）
新しい生活様式、状況変化への対応
会員へ不要不急の外出自粛要請
会員の減少、会の縮小等
感染予防グッズ費用負担増

－２－

ウィズへの希望

アンケートで標記についてお訊きしたところ、沢山の熱のこもった回
答を頂きました。やむを得ずの割愛が大変心苦しいのですが、紙面の

市民活動フェスティバル
で発表が出来ること
今後ともよろしく
お願いいたします

都合上ピックアップ掲載となりますことをお許しください。
消毒に関する資材、密を作らない

出来ることは参加して

イベント開催方法のハンドブック

お手伝いしていきたい

感謝

やノウハウを教えて頂きたい
同種イベントの開催状況と

慰問先を紹介してほしい

今まで通りのイベントをお願いします

施設から演奏の依頼があれば行く準備は出来ています

予防対策等の情報がほしい

活動に協力してもらい感謝している

毎年「市民活動フェスティバル」に参加させて頂き感謝致しており

他の活動している団体の

ます。収束後、またお声掛け下さいます様宜しくお願い致します。

活動状況が知りたい

除菌、密を防ぐ等色々やってはいます

会のメンバーが全員分の

が、まずは心身共に本人が健康であるこ

手作りマスクを作ってくれた

とが大前提と考えています。
体を動かし、よく笑い、「楽しかった！」

レッスンに参加できない子どもた
と帰ることで対策と考えています。
ちへ、ごはん作りや掃除、調べ物
などの課題を与えたところ、全員
がきちんとやってきてくれた。

団体より
伝えたいこと

一日も早く各ホームでボランティアを解禁し
ていただければ、すぐにでも行ける様待機し
ています。もしウィズの本部にボランティア
のご注文が入ったらお知らせください。
当院は感染拡大防止に努めています。コロナ

インドアで楽しめることを見つけてくださ

ウイルスが収束したら、また病院ボランティ

い。読書や好きな CD を聞いたりします。運

アに参加してください。お待ちしています。

動不足になりやすいので、テレビで紹介し
ている体操をどんどん実行します。

団体ホームページで近況をお知らせしています

８月より情報紙を発行します。ぜひ、手に取ってみてください。

手作りマスクを作製し、
地域の高齢者へ配布

いつも大変お世話になっております。会員一同感謝

歴史館の駐車場を利用し、桜並木の散歩道

の気持ちで一杯です。今後共宜しくお願い致します。

を利用して健康に役立ててほしい。

聴覚障害者は相手の表情や口の動きを見て心やことばを伝え合っています。買い物の場など、いろい
ろな所で白や黒のマスクは心を通じ合わせられないものとなっているようです。
サークル活動では透明マスクは飛沫が飛びやすいかもしれませんが、アクリル板、フェイスシールド
など活用しながら、聴覚障害者と共に集える場を確保したいと思っています。
社会の中で、その困難さについて、少しでも理解が進むといいと思っています。

－３－

今年夏に行った「おうちで作ろう展」は、皆様の多彩なアイディアを出品していただき、
大盛況での終了となりました。
今回は、身近な材料、不必要になったものを利用して、小物・おもちゃを作って寄付活動
にご協力いただける作品を下記要領で募集致します。
（素材を調達できない方には、ウィズ指定小物作りに対して必要材料をウィズで提供。）
皆様のご応募をお待ちしております！

募 集 要 領
〇 身近な材料を工夫部門
素材は、何でも OK。身近にある材料を使って作った小物・おもちゃ作品。
〇 ウィズ指定部門
ウィズで準備した手芸・工作のレシピ・材料を持ち帰ってもらい、おうちで製作した小物・
おもちゃ作品。
＊材料は、予定数量がなくなり次第配布終了になりますので、事前に電話予約をお願いします。

レシピ・材料配布期間：令和 2 年 11 月 16 日(月) ~ 令和 3 年 1 月 16 日(土)

作品募集期間：令和２年１２月１日(火) ～令和３年１月３０日(土)
＊応募時にスタンプカードを渡します。１応募１ポイントとし、
10 ポイント貯めていただいた方にはウィズより粗品進呈いたします。

寄 付 先
: 必要とされる団体・施設等に配布予定。
作 品 展 示 ：ウィズホームページ・ブログ等に掲載予定。
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