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ボランティアセンターよりご案内

ボランティア案内板８月号は、８月19日（金）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、８月10日（水）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

ボランティア入門講座を開催します！

日 時：令和４年９月１４日（水）

午後１時２０分～４時

場 所：岐阜市民福祉活動センター２階 大会議室（岐阜市都通２-２）

内 容：〇ボランティアのきほんの“き”
～ゆるくながく、できることをできるだけ～
特定非営利活動法人ぎふＮＰＯセンター
ボランティアコーディネーター 篭橋文子氏

〇教えて先輩！～ボランティアとわたし～
おもちゃ病院ぎふ 代表 加藤浩美氏
※講座終了後、希望者の方向けにボランティアに関する個別相談を受付けます。

対 象：岐阜市内でこれからボランティア活動をしてみたい方

定 員：1５名（申込多数の場合は抽選）

お申し込み期限：８月２４日（水）

「ボランティアをしてみたいけど、何から始めたらいいの？」、「わたしでもできるボランティア

ってあるのかな？」、「そもそもボランティアって何？」など、ボランティアの基本から知りたい初心

者の方必見の講座です。

講師の話やボランティアの先輩からのエピソードから、ボランティアの楽しさや自分に合ったボラン

ティアの見つけ方を学んでみませんか？

お申し込み方法：右記QRコードの申し込みフォームまたは、

下記のお申し込み先まで電話にて、

①氏名②住所③電話番号④年齢をお伝えください。

お申し込み先：岐阜市社会福祉協議会 岐阜市ボランティアセンター

ＴＥＬ 255-5511
※場合により、内容が変更になることがあります。

※新型コロナウイルス感染予防に努め開催する予定ですが、今後の状況次第では中止する場合があります。



コロナ禍における活動のご紹介

アンサンブル スリアンさんを、ご紹介します♪

こんにちは！アンサンブル スリアン代表の田中です！
フランス語で、アンサンブルは合奏、スリアンは笑顔(*^^*)
私たちは「音楽を通して皆さんに笑顔を届けたい」と、2018年8月に、音楽が大

好きな主婦が集まって音楽ボランティアグループ アンサンブル スリアンを結成し、
高齢者福祉施設や敬老会、いきいきサロン等で演奏活動をしています。

私の父も施設入所しており、コロナ禍で自由に会う事ができず、私も父も寂しく
辛い日々を過ごしていました。「多くの人が私たちと同じような思いをしているん
だな…」と感じた時、「こんな時だからこそ、アンサンブル スリアンで何かできな
いかな？これまでのように施設へ訪問できなくても、私たちの音楽で、皆さんに笑
顔を届けたい！」と考えるようになりました。そして、その方法としてDVDを作ろ
うと思いつきました。
メンバーに提案すると、「作ってみよう！」「撮影なら得意だよ！」「私、編集

ができるよ！」と、すぐ賛成してくれました。
そうやって完成したDVDを、父の暮らす施設や、メンバーの友人が働く施設など、

岐阜市内だけでなく、市外も含め40カ所程にお渡ししました。
コロナ禍で外出なども自由にできず、訪問者も少ない事もあって、施設の利用者

さんだけでなく、職員さんにも大変喜んでいただけました。

１枚１枚、丁寧にデザインされていて、受け取っただけで、華やかな気持ちになる素敵な
DVDですね！これをアンサンブル スリアンさんのメンバーだけで作ったと聞き、驚きました。

決して誰か１人が、こういった事が得意だったわけではなく、「技術はともあれ、
思いを伝えよう！」と、アンサンブル スリアンのメンバー１人１人が、それぞれでき
る事、得意な事に取り組んで完成させたDVDです♪

DVDから伝わるアンサンブル スリアンさんの楽
しくて温かい演奏に癒されました。いいな！と思っ
た曲は何度も聴ける所が、DVDの良い所ですね～

現在、少しずつ演奏活動の依頼もいただくようになり
ました。DVDを渡した施設の職員さんから好評いただい
たご縁で、「是非、演奏して欲しい！」とお話をいただ
く事もあり、コロナ禍でも広げる事ができた、人と人と
の繋がりを実感します。
これからも、アンサンブル スリアンとして、楽しみ

ながらボランティア活動を続けていきたいと思います！

コロナ禍において、高齢者施設などを訪問することができない状況が続く中、
アンサンブル スリアンさんは、自分達の演奏をDVDにして岐阜市内外の施設
へお渡ししていらっしゃるそうですね。どんな事がきっかけだったんですか？

アンサンブル スリアン

代表 田中さん

岐阜市

ボランティアセンター

担当 山下

ありがとうございました！
お話を伺っていると、田中さんの温かい人柄と、

アンサンブル スリアンさんの、強いチームワーク
を感じました。
これからも、多くの人に笑顔を届けられるよう、

岐阜市ボランティアセンターも応援しています！

音楽ボランティアグループ



継続ボランティア募集

車いすセイフティフレンド

■日 時 ： 毎月第４水曜日 午後１時３０分～２時３０分（変則月あり）

■活動場所 ： 岐阜市民福祉活動センター２階 大会議室もしくは中会議室

（岐阜市都通2-2）

■活動内容 ： 貸出用車いすのメンテナンス（簡単な整備点検、清掃作業など）

■募集人数 ： 数名 ■実費弁償 ： なし

■持 ち 物 ： なし ■服 装 ： 動きやすく汚れてもよい服装、マスク着用

「車いすメンテナンスボランティア」募集

車いす貸し出し事業とは？

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。

普段家に居ることが多い高齢の方が、ご家族とともに外出する際に借り

られることが多く、お花見や紅葉の時期は特にお問い合わせが増えます。

その他結婚式を始めとするハレの日やお墓参りなど、出掛けたいという

思いに一役買っています。

返却の際には、出掛けた際の思い出や感謝の言葉をいただき、私たちも

とても嬉しい気持ちにさせていただいています。

日 付 曜日 時間 場 所
7月27日 水 午後１時３０分～ 大会議室

8月24日 水 午後１時３０分～ 中会議室

9月28日 水 午後１時３０分～ 中会議室

10月19日 水 午前１０時～ 大会議室

11月16日 水 午後１時３０分～ 中会議室

12月21日 水 午後１時３０分～ 大会議室

令和5年1月25日 水 午後１時３０分～ 大会議室

令和5年2月22日 水 午後１時３０分～ 大会議室

令和5年3月22日 水 午後１時３０分～ 大会議室

今年度はこの日程で活動する予定
ですが、変更または中止する可能
性があるので、初めて参加する前
には、一度ボランティアセンター
までご連絡を頂けると幸いです。

車いすセイフティフレンドとは？

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。

この活動のお陰で、貸出の際には「こんなきれいでいいもの貸してくれる

の？」と感動のお声もいただいています。

内容としては、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、ご興味のある方は是非ご参加ください。

もちろんタイヤ交換などの整備が出来る方も大歓迎です。

お問い合わせ・申し込み先 ： 岐阜市ボランティアセンター
担当 伊藤
TEL 058-255-5511



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！

夏のお弁当に、お手紙を添えよう！

「心にもパワー‼サマーにレターボランティア」募集

ペンパーボランティア Vol.３ 高齢者福祉

■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 ： 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。

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！

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(*^^*)

岐阜市ボランティアセンターより募集

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

障がい者・児

長良ひまわり社 えがお食堂

♪皆さんからのご参加、楽しみにお待ちしております♪


