ボラ市民活動センター１０周年に寄せて

られた関係各位のご努力と熱意はもとより、
参加各団体のご尽力と、ご協力の賜物と敬意
を表しお礼申し上げます。

ボランティア・

この度紀宝町ボランティア・市民活動セン

市民活動センター
運営委員長

ターに愛称「きぼらんせ」が命名されました。
運営委員会としては、心新たに第２次紀宝町

神園 敏昭

地域福祉（活動）の基本理念「みんながふ だ
んのくらをしあわせに感じるまちへ」を合言

三重県下で町としては初めてのボランティ

葉に、さらに多くの皆様方がこの「きぼらん

ア市民活動センターが、54 団体・延べ 1,360

せ」に結集され皆様のご活躍、ご協力をいた

名で発足して１０年が経過し、本年４月１日現

だき「ありがとう」が行きかう住みよい町づ

在では 88 団体・延べ 3,978 名に発展するこ

くりを目指したいと考えています。

とができ、本年 2 月には記念の集会も開催され

（絵：神園さんお孫さん作）

ました。これはひとえに、発足を企画された社
協当局と、これに答えて参加運営の任に当た

『これまでの１０年、これからの１０年』

最後に、パネルディスカッションで、

と題し、２月４日（日）生涯学習センターま

はっぴぃすまいるグループ（平瀬紗与さん）、

なびの郷で町内外２４０名の方に、参加して

困った時はお互いさん（濵口さち子さん）
、

いただきました。

ボラ市民運営委員長（神園敏昭さん）が、登

１部は、ボラ市民で活躍された個人・団体

壇し、日頃のボランティア活動で思うこと、
これからこうしていこうと思っていること等

に感謝状が贈られました（写真表紙）
。
２部は、関西学院大学牧里毎治名誉教授を
迎えし「地域のボランティアのこれまで、こ

、思いのたけを語っていただきました。
特に、平瀬さんの「進学で４年間紀宝町を

れから～社会的孤立に立ち向かう～」と題し、

離れるけど、４年後必ず戻ってきて、このグ

記念講演をしていただきました（写真③）
。

ループの活動を引っ張っていくので、それま

次に、昨年実施した「ボランティア意識調
査」の中間報告を皇學館大学
学部

現代日本社会

大井智香子准教授にしていただきまし

で今のメンバーで継続していってほしい」の
言葉に、会場から、たくさんの拍手をいただ
きました（写真②）。

た（写真①）。

写真①

写真②

写真③

ボランティア活動は、健康第
一、大勢の人と知り合え元気
をいただき感謝。第２次福祉
活動計画の遂行、生涯現役を
目指して頑張ります。

神園 敏昭

地案 光徳

森 新一

人の為に尽くせる自分にと
思い、活動を始め１０年、今
では「ありがとう」と言われ
る時が一番幸せを感じてい
ます。

シルバーエイジ、社会との
絶縁を恐れ自分が出来るお
手伝いをとの思いで取り組
んできた事で、感謝状を頂
き「有り難うございます。」

。

感謝状受賞者

個人・団体
（敬称省略）

愛・i

鵜殿地区配食サービスボランティア

鵜殿ばやし保存会

毎月第２，４土曜日に配食サー
ビス活動をしています。利用者
の皆様に喜んでもらえる様に
頑張っています。

結成２３年目を迎え、鵜殿ばや
しの継続活動と育成の為、月２
回（土曜日）歴史館にて二部構
成で楽しく練習しています。

サークル

ほほえみ

紀州舞踊隊

今年で１７年を迎え現在２５
名で活動しています。活動内容
は、通学路、通園路、県道、町
道の清掃活動を行っています。

平成３年より対象者に温かい
手作りの、お弁当を届けていま
す。会員みんなで頑張って活動
しています。 会員募集中！

イベント等に積極的に参加し、
踊りを通して、世代間交流・地
域間交流を行っています。

愛村会

サークル メッセ

熊野水軍太鼓保存会

発足 28 年目。地域のイベント
等積極的に参加し活躍してい
ます。まつりで販売する焼きそ
ばは、定評があり大人気です。
井田海岸を守る会

音訳ボランティア活動を通じ
て視覚障がい者やお年寄りの
方への広報録音活動で情報提
供を行っています。
手話サークル

すいせん

今年で立ち上げから２３年目
を迎え、現在の会員は１８名。
紀宝町内外の様々な場所で演
奏活動をしております。
創作太鼓 紀宝楽

地域住民が、安心して生活でき
るよう井田海岸を侵食から守
ることを目的とし、啓発活動を
行っています。

毎週火曜日（第１、祭日はお休
み）19 時 30 分～21 時、ま
なびの郷で子供から大人まで
楽しく手話を勉強しています。

今年で発足から２１年。地域の
様々なイベントでの演奏活動
と共に、ほたる夢太鼓の活動の
支援を行っています。

特定非営利活動法人熊野さくらの会

南郡保育サポートセンターあらいぶ

日本民謡 御舟会

鮒田の山林での桜や苗木等の
植樹活動。また地域間交流・世
代間交流・業種間の交流を通じ
自然の大切さを学んでいます。

発足１５年、子育て支援を通し
て出会った全ての人に感謝し、
これからも笑顔で明るいサロ
ンを目指していきます。

皆さんに民謡を聞いて頂く為、
老人施設等への慰問を行って
います。唄、三味線、尺八の生
演奏。喜んで頂いています。

はっぴぃ・すまいる

若葉会

鵜殿地区８０才以上の方の誕
生月にハッピーになるように
小、中、高校生の「笑顔」
「声」
「カード」を届けてます。

北海道から沖縄まで全国の民
踊を習っています。健康の為、
又楽しく交流をしています。
一度遊びに来て下さい。

ほたるを守る会

発足から２４年。「ほたるを大
切に、自然環境を守る」のテー
マで町内ほとんどの子供達に
絵を描いてもらっています。

環境、まちづくり分野

福祉分野

文化分野

平 成 30 年 度 事 業 計 画
重点項目
１、 個人ボランティアの登録と啓発
２、 若い世代、シニア世代、男性がボランティア活動に参加できる環境づくり

事業予定
5 月 21 日
６月２２日
8月
１１月
２月

総会
交流会 紀宝町を知ろう 第 3 弾 ～鵜 殿～
第６回 こどもゆめまつり 社協共催
先進地視察
第１３回 社協つれもてまつり

＊情報発信についての学習会の開催
＊重点項目に沿った講演会の開催
＊偶数月 運営委員会の開催
＊かわら版の発行

平 成 29 年 度 事 業 報 告
交流会
紀宝町を知ろう 第 2 弾
日にち 6 月 11 日（日）
参加者 31 名
平尾井薬師、北桧杖(三反
帆)、浅里地区を地域の方
に紹介し
ていただ
き
ました。

研修会（紀北町）
日にち 12 月 1７日
（日）
参加者 10 名
「助け上手、助けられ上
手になるためには…」三
重県ボランティア連絡協
議会が主催する
総合研修会に参
加しました。

第５回 こどもゆめまつり
日にち ８月 25 日（金）
ボランティア ５２名
大人の方に教わろう！を
目的に町内の小学生を対
象に毎年開催していま
す。福祉センター内は、
大賑わい！

新宮市・紀宝町ボラ市民運営
委員交流会

日にち 11 月 27 日（金）
参加者 20 名
運営委員が集い、事業の
内容やこれまでの歩み等
の情報交換
を行いまし
た。

社協つれもてまつり
ブース出店

ボラ市民創設１０周年
記念イベント
日にち ２月４日（日）
参加者 240 名
地元の皆さんによる勇壮
な、「平尾井踊り」で幕開
けとなったイベントは、町
内外から
沢山の方が
集いました。

日にち ３月 11 日（日）
社協２階のバザーコーナ
ーの品を出店し、沢山の
方に購入していただきま
した。売上の一部は、ボラ
ンティア基金に寄付して
頂き有効に活用していま
す。

。

