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おかげさまで3周年
毎日のように新聞、ラジオ、テレビなどではさまざまな団体や一般の方々による
ボランティア活動が報じられています。
「ウィズ」も開設して３年、利用されている方々が定着してきている中、新たにかわ
ら版などを見て訪ねてみえる利用者もいて、ボランティアの根は確実な広がりを見せ
ています。
さぁ、あなたも出来ることから1歩を踏み出してみませんか？

第８回ボランティア交流の集い
７月７日の七夕の夜、健やかな子供たちの育成に取り組んでいる団体・個人のボランティアさ
んや関心を持っている方々が集い、日頃の活動の紹介や情報交換の花もにぎやかに、活動の輪の
広がりが感じられる交歓会となりました。
当日の慰問ボランティア（根岸勝美さん）の実演は“ひとり語りの『ごんぎつね』”。お話の
内容と熱演に、参加者は熱心に聞き入っていました。ちょっぴりウルウル・・・。
参加団体
移動児童館あそびの学校
おもちゃのとしょかん「きりん」
子供会指導者会
クロスロード
ぐんま少年少女キャンプ
元気太鼓
NPO法人ラポールの会
NPO法人かてて
わんわんパトロール隊
個人ボランティア、一般参加
紙芝居、腹話術、ひとり語り
なごやかな交歓会のひととき

ウィズはここにあります
七丁目

四丁目

図書館
〒

藤岡公民館

〒375-0024

E-MAIL
HPアドレス

0274-22-8883
22-8884

市民ホール
児童館
歩道橋

TEL
FAX

藤岡市藤岡１５６７番地１５
(旧NTT藤岡営業所内)

f-with@crocus.ocn.ne.jp
http://www.city.fujioka.gunma.jp/

－１－

一丁目
大戸町

夏休み体験講座
牛乳パックを使ったエコ工作
レポート

わたしにも
作れたよ♪

８月23日、幼稚園児から小学５年生までの子供たちと保護者の皆さんが、
宮本町生活学校の方々の指導のもと、牛乳パックで小物入れ作りにチャレンジ！
県環境アドバイザーさんのエコメッセージと、エコ工作を通じて、環境にやさしい心を育みました。
エコメッセージ風景
エコ工作風景

チョキチョキ切って
ペタンと貼って
牛乳パックを
変身させていく
楽しさに
時間を忘れて熱中！
尾瀬のきれいな写真を見ながら、
山歩きのマナーと自然保護の心を学びました。

完成品いろいろ♪
今回の作品は
基本の三角箱を
六個くっつけて
色紙でデコレーション！
他にも
いろいろできるよ。

牛乳パック小物の作り方

来年も、体験講座開催予定!!
夏休みにまた会おうね♪

ー 基本形 ー

フタの部分を三角に切り取る
つなぎ目の
となりを切る
センチ
つなぎ目
上から９センチの
部分を切る
パックを開く
２５センチくらい

切る
センチ

3,5センチ
内側角、真中まで
カ所切りこみ

① 帯状に切った色紙を
ふちにかぶせる （のりづけ）
② 千代紙等を貼る
（のりづけ）

基本型の
三角部分を重ね合わせて底にして
できあがり！ 三角箱を作る（両面テープ使用）

※三角箱をいくつかくっつけて、いろんな形を作ってみてね!!

－２－

小中学校のボランティア調査によると
市内の小中学校では、児童会や生徒会等が中心となり、10年以上前
から、｢アルミ缶｣を中心にした収集活動により、福祉施設への車椅子
や地雷犠牲者救援募金、国境なき医師団等への寄付が行われています。

リサイクル資源の収集活動で

「アジアのこどもたちに、学校を贈ろう ! 」
学校を必要としているアジアの子どもたちを支援するため、

ご協力をお願いします。
子どもフェスティバル実行委員会
～学校建設事業～

収集品目
プルタブ（スチール缶）
アルミ缶
ペットボトルキャップ
牛乳パック
書き損じハガキ
テレホンカード・ハイウェイカード
お問い合わせ：
みかぼみらい館：0274－22－5511
ボランティアセンター「ウィズ」
：0274－22－8883

しよう

クイズに答えて賞品を

クロスを解いて、二重枠の文字を並べ替え、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。
応募方法は、官製ハガキに答え、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、かわら版についての感想を記入し、
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11月10日（木）必着。当選者は11月14日（月）からウィズに掲示します。
※景品の発送はいたしませんので、ご自分で確認をお願いいたします。なお、景品の受け渡し期限は、
11月30日（水）までといたします。
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小泉内閣の｢本丸｣的事案。〇〇〇〇民営化。
名前･住所･役職等を記した小形の紙札。
旅客や貨物を運び送ること。
人生、〇〇あれば、苦あり。歌にもありますね～♪
家に帰る道。
英語でautumn(ｵｰﾀﾑ)又は、fall(ﾌｫｰﾙ)とも言います。
公的な書類にはこれが必要です。
赤くて甘い果物。ケーキの飾りとしてもよく使われます。
何事も〇〇が大事。土台･いしずえのこと。
人や物に備わっている性質で、良し悪しを感じさせるも
の。 (成句例)ジョウ〇〇、〇〇カクなど

（ヨコのカギ）
１ 夢によって、吉凶を予測すること。
６ ｢自然の叡智」をテーマに掲げた愛･地球博の開催地。○○○県。
８ 波打ちぎわで、石･岩などの多いところ。
９ 昔話｢桃太郎｣に出てくる桃太郎のお供は、犬、猿、〇〇。
11 片目をつぶって合図すること。
12 葬儀･法事を主催する人。
13 2008年のオリンピック名 (例)2004年はアテネ五輪
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♪ 市民講座「こんなに楽しい『リサイクル活動』」
日
場
対
内

♪ 「楽々チョボラ講習会」

時
所
象
容

～慰問品作りを体験しませんか～

日 時
場 所
対 象
内 容
その他

11月26日（土） 午後２時～４時
その他
藤岡市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ「ウィズ」
一般市民
ウサギ・イヌのマスコットをタオルで製作。
参加費無料。但し、フェイスタオル２枚持参。

11月12日（土） 午後２時～４時
県立藤岡北高等学校
市内各高校生、一般市民
藤岡北高生徒会、キッズエコクラブ、
子どもフェスティバルによる活動事例発表 他
参加費無料。

＊希望者は各講座とも11月10日(木)までにウィズへご連絡ください。

ボランティア募集＆イベント情報
｢知的、身体的ハンディを持つ方と
一緒に、レク＆外出♪」

動物ボランティア「エルフ」
動物好きが集まって、躾や病気の勉強会を
実施しています。動物好きの方なら、どなた
でもオッケーです。勉強会に参加出来る方、
子犬･子猫を一週間預かれる方等、出来ること
から力を貸してください。
(フリーマーケットの収益で、
猫の避妊助成を行なっています。）
問い合わせ 090‐2405‐9977 飯田まで

藤岡遊びのサークル・ハッピーくらぶ
11月12日(土)
ボーリング大会
12月10日(土)
クリスマス会
H18年１月21日(土)
運動会
２月11日(土)
室内レクリェーション
３月11日(土)
調理実習
時間は、10時～12時
(３月11日のみ、11時～13時)
問い合わせ TEL 24‐6858 かんな会･コーディネーター松本宛

｢藤岡市わんわんパトロール(わんパト)隊」
・防犯意識を持って愛犬の散歩ができる方
・愛犬の糞を持ち帰れる方
・散歩時に子ども達に声がかけられる方
地域の安全、安心のために力を貸してください。
問い合わせ
TEL＆FAX 22‐3215 神田まで
E-mail uncl-nob@at.wakwak.com

NPO法人ぽけっと設立記念事業

ぽけっとのつどい
日 時
場 所
内 容
その他
詳 細

11月12日(土) 午後１時～４時
藤岡市保健センター
展示、人形劇＆器楽演奏 他
入場無料
TEL24ー2534 事務局まで

ｽｰﾊﾟｰ駄菓子屋「あそびのひろば」(仮称)
｢ひろば｣を手伝ってくれる方募集します

子どもと大人のホットする居場所として

11月下旬ｼﾞｮｲﾏｰﾄ横にオープン予定 ！
一緒に夢のある居場所をつくりませんか？

問い合わせ

TEL 52‐6530
あそびの学校 山崎まで
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