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 　　｢ウィズ」 では　市民活動の情報交換や、 支援の場として市内外のボランティアと
　　さまざまな関わりを持ってきました。情報バンクには、団体で63団体、個人で151名の
　　方が登録しており、それぞれ活動を通して仲間作りにも役立ててもらっています。
　　　活動を継続させるには、楽しみながらすることが第一です。また、活動を通して人と
    触れ合うことで、自分の生き方にも幅が出てくるのではないかと思います。
　　　特技を生かしたい方・何か手伝ってみたい方は、 ｢ウィズ｣ にお越しください。　　

　　ご
存知ですか？

　　～ 登録団体の活動分野 ～

・福祉　　　　　　　　　　　
・生涯学習　　　　　　　
・まちづくり　　　　　　　
・文化・スポーツ振興　
・環境　　　　　　　　　　
・地域安全　　　　　　　
・国際交流　　　　　　　
・子どもの健全育成　 
　　　　　　　　　　＊数字は団体数
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慰問ボランティア交流の集い

慰問ボランティア交流の集い

｢ウィズ」では、
　市民講座・交流会等を定期的に開催
しています。 時間の都合のつく方は、
気軽に参加してみてください。

夏休み子ども体験講座!!

　　　　　　　　　8月開催予定
　　　　　　　　　　　　　お楽しみに

市民活動にはいろいろあります
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HPアドレス  http://www.city.fujioka.gunma.jp/



ボランティア連絡協議会
のお母さん達が割烹着姿
でおにぎりを作って下さ
いました。

おにぎりは
「おふくろの味」

オープンセレモニー

「夢と希望を持って恥ずかしがらずに～」
わんぱく宣言にはじまった子どもフェスタ。
オープニングを飾ったのはちびっこから大人
まで参加した元気太鼓の演奏。みかぼの広
場に響き渡って、高らかに開幕を祝いました。

竹とんぼ・かざぐるま作り

色とりどりの折り紙を使った素朴なかざぐるま
作りはお父さん、お母さんたちにも大人気。
「約７００個のかざぐるまが作られました」と、
スタッフの笑顔は満足そう。

おいしいバターが出来たよ！

泥だんご　光ったよ！

あかぎの広場では真っ黒に日焼けした
”おっちゃん”の声が子どもたちを引
き付けていました。たくさんの子ども
達がスタッフのお姉さんと一緒に泥だ
んご作りを楽しんでいました。

木登りコーナー

　子どもフェスティバル 2005
　　　　　スタッフは250名のボランティア

　　スタッフは250名のボランティア
今年のテーマは 『エコ （環境）』。子ども達に
環境保護に関心をもってもらうために、資源
ごみと引き換えにエコポイント券を発行し、
イベントで大いに遊んでもらいました。

藤岡北高「キッズエコ」の
                    キッズダンス

ウィズのコーナー

環境をテーマにしたリサイクルクイズには
300人以上の子どもたちが挑戦してくれました。
にぎわう会場の総合案内にも一役買い、健康的な
地域密着型のイベントを体感した1日でした。

プルタブ ペットボトルのふた

書き損じハガキ 牛乳パック

テレカ、プリカ

使用済み切手

世界中の子どもたちや障害を持つ人々のためにリサイクル！

集めたら　ウィズまでお持ちください。

バランスをとるのが難しい竹馬、思
うように入ってくれないけんだま。
真剣な表情で夢中になっていました。

藤岡青年会議所
環境サポートセンター
デキを愛する会
フォアン
ラポールの会
藤岡北高校
東中吹奏楽部
その他の団体

多野藤岡獣医師会・ボランティア
吉井ロケットクラブ
ヒューマンコミュニケーション
藤岡市子ども会育成会指導者会
パソナコンじゅく
遊びの学校・ボランティア
元気太鼓
ユネスコ少年少女合唱団
障害児学童スマイル・ボランティア

個人ボランティアさん

　今年は約5000人の親子が
フェスタに出かけてくれました。

藤北高「キッズエコプロジェクト部」の
　　　　　　　　キッズダンス

牛乳パック　　　　　 9,360枚　
プルトップ　　　　　76,555個
ペットボトルのふた　17,720個
書き損じハガキ　　　 1,113枚
使用済テレカ　　　　   921枚
アルミ缶　　　　　　 9,545本
スチール缶　　　　　 1,560本

リサイクルの集計

車椅子体験

お父さんの飛び
入りもあった

約5000人の親子
　　　が参加

　　

子どもフェスタの協力団体

子どもフェスタの協力団体

多野藤岡獣医師会・ボランティア
吉井ロケットクラブ
ヒューマンコミュニケーション
藤岡市子ども会育成会指導者会
パソナコンじゅく
遊びの学校・ボランティア
元気太鼓
ユネスコ少年少女合唱団
障害児学童スマイル・ボランティア

藤岡青年会議所
環境サポートセンター
デキを愛する会
フォアン
ラポールの会
藤岡北高校
東中吹奏楽部
その他の団体
個人ボランティアさん 藤岡青年会議所

環境サポートセンター
デキを愛する会
フォアン
ラポールの会
藤岡北高校
東中吹奏楽部
その他の団体
個人ボランティアさん

 スタッフによる手作り
 の力作。「ターザンに
 なった気分だよ」

「まっすぐ進むのは意外とむずかしいなぁ～」

みかぼみらい館
　　で開催

5月5日（祝）

－２－ －３－

　子どもフェスティバル ２００５
！

！

  市社協ボランティア連絡協議会
竹馬・けんだまに挑戦！

輪投げ



「交歓会」を開催します
日   時　　７月 ７日（木）　午後７時～８時30分

場   所　　藤岡市ボランティアネットワークセンター「ウィズ」

対　 象　　子どもの健全育成に関わっているボランティアさん、または興味･関心のある人

内　 容　　活動についての気軽な情報交換、話し合い等 （紙芝居ボランティア実演あり）

その他　　参加費無料。参加希望者は前日までに、ウィズへご連絡ください。
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｢ハンディを持つ子どもたちの
　　　　　　自立支援キャンプのお手伝い｣
　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人｢ぽけっと｣
日   時 　    7月30日(土)～31日(日)
場   所 　    赤城グリーンヴィレッヂ
問い合わせ 　TEL 42‐8626　(川上)

｢ハンディを持つ子ども達との遊びお手伝い｣
　　　　　　　　おもちゃの図書館･きりん
日   時 　  毎月第１、３(土) 午前10時～12時
場   所 　  保健センター内
問い合わせ 　TEL 24‐2534　(川上)
　　　　　(毎火･水･土曜 午前9時30分～午後4時)

◎他にもさまざまな活動を行なって
　 います。協力してもらえる方は上
　 記までご連絡ください。

｢竹沼･ゴミ拾い＆自然観察会｣
　　　　　　　　　　フレンドオブ鮎川
　竹沼にて約２時間のゴミ拾い。その後、
　自然観察会 (バードウォッチングなど)。
　さわやかな夏の一日を
　楽しく過ごしてみませんか？ (７月開催予定)
　　　詳細は　TEL ２３‐２６２８　(高梨)

♪

｢藤岡市民太鼓｣会員募集！
　明るく、元気に、希望を持って
                 生きていきたい方、おいでください。
練習日 　 月・水曜
時　 間 　 午後7時～9時30分
場　 所 　 みかぼみらい館小ホール
詳　 細 　 TEL ２８‐０３８６　(中田)
　　　　　　http://www12.wind.ne. jp/taiko/
             E-mail  wadaiko@mail.wind.ne. jp

｢知的、身体的ハンディを持つ方と
                 一緒に、レク＆外出♪」　
　藤岡遊びのサークル・ハッピーくらぶ

　　　 7月  9日(土)　　 群馬の森で遊ぼう  
　　 　8月20日(土)　　 カラオケへ行こう　 
　　　 9月10日(土)　　 プールへ行こう     
　　　10月 8日(土)　　 ハイキングをしよう
    　 　時間は、すべて10時～12時
　　　(11月以降は、｢かわら版｣第8号掲載予定)　
 　〔詳細〕TEL 24‐6858　かんな会･コーディネーター松本宛  

他にもボランティア情報多数あります。
お気軽にウィズまで、
　　　　　お問い合わせください。

あそびの学校・夏休み特別企画　

「あそびとアートの不思議な出会い」

   日　 時　　  8月21日（日）～28日（日）の8日間   午前１０時～午後5時（入館 午後4時30分まで）
   会　 場　　  三波川ふるさと児童館「あそびの学校」
   内　 容　　  ハンディを持つ4名のアーティストと、あそびの学校のあそびの職人がコラボレート。
　　　　　　　　　　  ＊美術作品の展示と、ワークショップ(からくりおもちゃや泥だんごなど)
   入館料　　  300円
   問い合わせ 　TEL 52‐6530　(山崎)　

イベント情報

イベント情報
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