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ボランティアセンターよりご報告

祝！ボランティア案内板200号発行
「ボランティア案内板」が今月で発行200号に達しました！平成13年にボランティアセンター
情報紙「 にじ」として始まり、約20年の間ボランティア情報を発信し続けることが出来たのは、
毎月発送のご協力をいただいているボランティアグループ「レインボー」さんや情報を提供し
て下さった方々を始めとする皆様のお陰です。本当にありがとうございます。
今号では、特別号として様々な情報を掲載しておりますので、是非お楽しみください!!

ボランティアセンター情
報紙として「にじ」発行
開始(平成13年4月)
※1号で名称を募集し、2号から
にじとして発行しました

ボランティア案内板
100号発行(平成25年8月)

「にじ」の付録として、ボラ
ンティア活動の案内に特化し
たボランティア案内板の発行
開始(にじ40号/平成17年4月)

「にじ」発行終了
(190号/平成31年2月)

ボランティア案内板
に一本化

未来へと続く…

ボランティア案内板６月号は、６月20日（月）発行予定です。
ボランティア募集情報の掲載を希望される場合は、6月10日（金）までにご依頼ください。
依頼先：岐阜市ボランティアセンター 担当 山下 TEL058-255-5511 FAX058-255-5512

祝！ボランティア案内板200号発行
岐阜市ボランティアセンターでは、これまでの対面で行うボランティア活動とは方法を変
えながらも、温かい心を届ける事が出来る、「コロナ禍でも出来る、コロナ禍だからこそや
ってみよう！」と思っていただけるようなボランティア活動をご案内してきました。
ボランティア案内板200号では、そんなコロナ禍での活動を振り返りたいと思います！

案内号

活動内容

第181号
令和2年8月

「高齢者の方に送る お手紙ボランティア」

第184号
令和2年11月

「文具の贈り物ボランティア」

第189号
令和3年6月

「日常を届ける作品ボランティア」

第193号
令和3年10月

新型コロナウイルス感染症の影響で、外出も控
え、家族とも自由に会えない高齢の方へ「人と
人とのつながり」を感じていただけるお手紙や
イラストを募集しました。

「コロナ禍で家の大掃除をしたら、進級、進学
等で使わないまま眠っている新品・未使用の文
具が出てきたよ」と言う声から、そういった文
具を、「今必要としている子ども達に贈り物と
して届けよう」と募集しました。

感染症予防のため面会等が出来ず、病室で一日
を過ごす事が多く、季節を感じる事が少なくな
っている緩和ケア病棟の患者様へ、日常を感じ
てもらう為に「あなたの日常にある喜びや発見
」を形にした作品を募集しました。
ペンパーボランティアvol.１
「2022年 新年お祝状ボランティア」

入所施設で暮らしてみえる高齢の方や障がいの
ある方お一人おひとりが、お祝状を手にする事
で、「新年と言う特別な日を迎える彩りにして
欲しい」と募集しました。
第195号
令和3年12月

ペンパーボランティアvol.２
「春のおすすめメッセージボランティア」
コロナ禍で迎える３度目の春。憂鬱な気持ちを
吹き飛ばし、春の訪れが待ち遠しく、楽しみに
なるような「あなたの春のおすすめメッセージ
」を募集しました。

第200号
令和4年5月

ペンパーボランティアvol.３
「心にもパワー!サマーにレターボランティア」

活動報告
102通のメッセージやイラスト、
中には折り紙やシールで工夫さ
れたお手紙が寄せられ、岐阜市
内の高齢者福祉施設10カ所を通
じ高齢の方にお届けしました。
えんぴつ300本、ノート85冊、
消しゴム30個、その他文具多数
が寄せられ、岐阜市ボランティ
アセンターに登録のある、主に
子ども食堂を主催する団体を通
じて、市内の子どもたちにお届
けしました。
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60名以上の方から200点以上の
様々な作品が寄せられ、岐阜清
流病院様の緩和ケア病棟の患者
様にお届けしました。
ペンパーボランティアとは…
ペン(えんぴつ)とペーパー(紙)さえあれば、
いつでも、どこでも、誰でも
参加できるボランティア活動と
してご案内しています！

400通以上のお祝状が寄せられ、
岐阜老人ホーム様、はなみずき
苑様、ウェルビュー明郷様、黒
野あそか苑様へお届けしました。
71名の方から83通のメッセージ
が寄せられ、NPO法人 要約筆記
かがり火様、ヘルパーサークル
心笑(まなえ)様を通じて高齢ろ
うあの方や、聴覚に障害のある
方へお届けしました。
→今号に掲載しています♪
→今号でご案内しています♪
是非、ご参加ください(*^^*)

今後も、このボランティア案内板を手にとってくださった方が「こんなボ
ランティアもあるんだ」、「こんな活動をしてみえる方や、団体があるんだ
な」、「私もこれなら参加してみようかな」と、楽しんでいただけるような
記事を掲載し、発行していきたいと思っておりますので、皆さまよろしくお
願いいたします。

岐阜市
ボランティアセンター
担当 山下
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「春のおすすめメッセージボランティア」のお礼とご報告
ボランティア案内板 第195号・196号で、高齢ろうあの方や、聴覚に障がいのある方に届ける「春のお
すすめメッセージボランティア」を募集したところ、71名の方から83通のメッセージが寄せられました♪
たくさんのメッセージをいただき、当初ご紹介していたヘルパーサークル心笑（まなえ）様だけでなく、
NPO法人 要約筆記かがり火様にもご協力をいただき、高齢ろうあの方や聴覚に障害のある方、その方たち
を支援するボランティアさんへメッセージを届けさせていただきました。
メッセージを受取ってくださった皆さんからのコメントを、下記にてご紹介させていただきます！

ヘルパーサークル心笑（まなえ）様より
「春と言えば出発、スタート」の
メッセージを読み、『昔就職した会
社でコミュニケーションが取れず苦
労したな～』と思い出しました。
幅広い世代の方がくださったメッ
セージに触れ、嬉しく思いました♪
「春と言えばイチゴ」のメッセージを
もらい、亡くなった奥さんと練乳を付
けて一緒に食べた、楽しい思い出が蘇
りました。

ＮＰＯ法人 要約筆記かがり火様より
ＮＰＯ法人 要約筆記
かがり火は、話の内容
をその場でまとめ、文
字として伝える要約筆
記を通して、聴覚障が
い者のコミュニケー
ション支援を行ってい
ます。聴覚障がい者の
福祉の増進に寄与する
ことを目的として活動
しています！

可愛いカードに、お礼のメッセージをいただきました♪

岐阜市ボランティアセンターより
ボランティア案内板 第197号にて、皆さんから
寄せられたメッセージの一部を掲載させていただい
たところ、「春が来るのが楽しみになった」、「気
分が明るくなった」等の感想をいただきました。
また、みなさんからお預かりしたメッセージをカ
ラーコピーし、館内通路（岐阜市民福祉活動セン
ター）にも掲示させていただきました♪

みなさん、ご参加ありがとうございました！

今回はボランティア案内板200号発行記念企画として、長年市内でボランティアとして活躍されて
いる澤田清一さんにインタビューをさせていただいた様子をお届けします。
澤田さんは本会の車いすセイフティフレンドの活動を20年以上続けてくださいましたが、運転免
許返納を機に今後は地元での活動に一本化することを決められ、4月を以て車いすセイフティフレン
ドの活動を卒業されました。

車いすセイフティフレンドとは？
本会では岐阜市在住の方、もしくはその家族の方でケガな
どが原因で、一時的に車いすが必要な方に、車いすを無料で
貸出ししています。
貸出した車いすが末永く安全かつ清潔に使用し続けられる
よう、ボランティアさんが車いすセイフティフレンドとして、
月に1度清掃・整備等の活動をして下さっています。
自転車と同じようにタイヤに空気を入れたり、雑巾で清掃
したりなどの簡単な作業ですので、活動にご興味がある方は
是非ボランティアセンターまでお問い合わせください。

－澤田さんは今年88歳になられるそうですね。ご出身は？
岐阜市生まれ、岐阜市育ちです。中学卒業後に就職した自動
車メーカーでは、休みなく働き、販売台数で10年連続表彰され
るほどでしたが、いわゆる会社人間で、家では茶碗と箸しか
持ったことがありませんでした。60歳の定年を迎えるまでボラ
ンティアに関わったことはありませんでしたが、娘から「この
ままだとお父さんはすぐにボケるよ」と言われ、広報ぎふや公
民館だよりを隅から隅まで読み、2年ほど興味の有無に関わらず
講座や活動に片っ端から参加しました。
－ボランティア活動との出会いは？
クリーンサポーターなどの活動をする中で、市民病
院の患者が利用する車いす整備のボランティアを紹介
されました。整備した車いすを持っていった患者さん
たちに「新車になったみたい」、「こんなにきれいに
してもらってありがとう」などという声で疲れが吹っ
飛び、今日ここにボランティアに来て良かったと思い
ました。このことを聞きつけた社協から、車いすの整
備の指導を依頼されたことをきっかけに、車いすセイ
フティフレンドの活動を始めました。

－澤田さんにとってボランティアとは？
ボランティアとは生涯学習だと思います。何か気
づいた時、人に任せるんじゃなく、自分でやること
が大事です。また自分自身が気持ちよくやれるとい
いですね。ボランティア活動は、やりたくなかった
らやらなくていいし、できない活動なら見ていても
いいんです。自分にできることをやればいいと思い
ます。
自分たちの行いは全部子どもたちに返ってきます。
子ども見守り隊など、地域の子どもたちを守るため
の活動を今後も続けていく予定です。

インタビューを終えて…
澤田さんがこれまで言葉や行動で示してくださった、より良い
地域にするために信念にされていることや、ボランティアに対す
る考え方に非常に心が動かされ、社協職員としてもいつまでも大
切にしたいと思う内容でした。
いつもユーモアたっぷりでみんなを和ませてくださる澤田さん
と、今までのように定期的にお会いできないのはとても残念です
が、今後も地元の活動でのご活躍を心よりお祈りしております！
長年ご協力をいただき、本当にありがとうございました。

５月17日、様々なボランティア活動を長年続けていらっしゃる常川政弘さんが、岐阜東ロータ
リークラブ様による、2021.2022年 社会奉仕功労者表彰式にて表彰されました。今回、その様子
を取材しました！この表彰は、ボランティア精神をもって福祉活動に積極的に尽力され、地域福
祉発展向上に顕著な実績のある方に贈られます。
常川さんは主に、左記で紹介させていた
だいた澤田清一さんと共に「車いすセイフ
ティフレンド」の活動を20年以上、また、
市内外の児童センター等、約20カ所に出向
き、そこへ持ち込まれた故障したおもちゃ
を修理するボランティア団体「おもちゃ病
院ぎふ」で15年以上、ボランティア活動を
続けてくださっています！
表彰式を終えた常川さんに、少しお話を
お伺いしました(*^^*)
代表 藤澤美幸さん 澤田清一さん 常川政弘さん
－ボランティアを始めたきっかけは？
20数年前、介護保険制度の始まりや、介護ヘルパー研修の始まりで、
福祉について関心を持つ世の中になっていると感じていました。そん
な時、「社協だより」で車いすの整備ボランティアを募っているとい
う記事を見て、『車いすの取り扱いを覚えれば、将来的に何か役に立
つかも知れないな』と思い参加したのがきっかけです。

－長く活動を続けてみえる
秘訣や思いを教えてください。
ボランティアをするのは人の為と言う方もみえれば、自分の為と言う方もみえると思います。私は３分の
１は自分の為、３分の１は人の為、３分の１はお互いのコミュニケーションや社会参加の為と思っています。
－今日の表彰式を終えて、どのような思いですか？
社会奉仕功労者表彰をいただき、ありがとうございました。
人前で話す事が無いので、とても緊張しました。長年ボラン
ティア活動を続け、何度か表彰もしていただきました。
最近は、１級速記士を持っているので何か出来ないかな、自
分の時間も大切にしたいな、と考えたりもしています。
取材を終えて…
いつもクールな常川さん。表彰式での活動紹介も落ち着い
てお話してみえたので、そんなに緊張してみえたとは気付き
ませんでした。１級速記士として何か出来ないかという想い
が形になると良いですね！

岐阜市ボランティアセンターより募集
ペンパーボランティア Vol.３
夏のお弁当に、お手紙を添えよう！

高齢者福祉

障がい者・児

「心にもパワー‼サマーにレターボランティア」募集
少しずつ日差しが強くなり、暑い夏の訪れを感じるようになりましたね。
夏は暑さからくる食欲の低下や食事の偏り、体内の水分不足等が原因で体調を崩す方が多い
季節です。なんとなく食べたくないな…そう感じた事が皆さんもあるのではないでしょうか？
そこで、今回は、「よし！ご飯を食べよう！」、「暑い夏に負けないぞ！」と元気が出るよ
うなお手紙やイラストを募集します。
そのお手紙やイラストを、特定非営利活動法人 清雲会 エイシンシルバーアカデミー様や、
長良ひまわり社 えがお食堂様を通して、高齢の方や障がいのある方等へ届ける、お弁当に添え
てお届けします。
受け取る高齢の方や、障がいのある方に、お弁当で体に栄養を届けるだけでなく、あなたか
らのお手紙で心にもパワーを届けましょう♪
どんな事を書いたら、受け取った方が元気になってくださるか、喜んでくださるか、笑って
くださるか…相手に寄り添って想像してみてください(*^^*)

♪皆さんからのご参加、楽しみにお待ちしております♪
特定非営利活動法人 清雲会
エイシンシルバーアカデミー
特定非営利活動法人 清雲会 エイシンシルバーアカ
デミーは人や地域に寄り添った活動をしています。
その活動の一つとして、月に４回、一人暮らし高齢
者の自宅へ手作り弁当を届けています。お弁当を届け
るだけでなく、届け先の高齢者の方との交流も大切に
しています。
また、不定期開催ではありますが、地域の幼児から
お年寄りまで、全ての方を対象に「みんなの食堂」を
開催しています！

長良ひまわり社 えがお食堂
長良ひまわり社は、社会福祉法人 長良福祉会が運
営する就労継続支援B型事務所です。地域の子どもか
ら大人まで、気軽に立ち寄り繋がる事ができる「えが
お食堂」を開催しています。新型コロナウイルス感染
症対策の為、現在は持ち帰りで毎週土曜日１食300円
でおいしいお弁当を提供しています。利用者は高齢の
方が多いですが、障がいのある方、子どもなど地域住
民の誰もが利用できる「地域食堂」となっています！

■募集内容 ： お弁当に添える、夏に元気が出るようなお手紙やイラスト。
※上記を、よく読みご参加ください♪
■応募用紙 ： 右記用紙、またはA５～A４程度の用紙に、お手紙やイラストを書いてください。
シールや折り紙を貼っていただいてもOKです！
■募集期間 ： 令和４年５月２０日（金） ～ ８月１０日（水）
■募集場所 ： 〈住所〉〒500-8309 岐阜市都通２-２
岐阜市民福祉活動センター内２階
岐阜市社会福祉協議会 岐阜市ボランティアセンター
担当 山下
〈電話〉058-255-5511
⇒窓口へ持参、または郵送（送料は各自負担してください）
■注意事項 ： ●個人情報保護のため、お渡しするお手紙には住所や電話番号を記入
しないでください。
●お手紙はボランティアセンターで取りまとめます。
●返却はできませんので、ご了承ください。
●この活動でCVSや、ボランティア活動証明書が必要な方は、その旨
ボランティアセンターまで事前にご連絡の上、お手紙をご持参ください。

（

サマーレターボランティア ペンネーム

※この↑点線より上を、お手紙としてお届けします。

■氏名

受付№（

）

受付№（

）

■電話番号

■上記お手紙をボランティア案内板やHPに

掲載可

才）

ご参加ありがとう
ございました！

・

掲載不可

（どちらかに〇を付けてください）

