夏のボランティア
体験プログラム一覧

２０１８

―この夏、心の世界をひろげよう！！
誰でも、どこでも、楽しくボランティア！！ー

実施期間

7 月 1 日（土）～9 月 30 日（日）

申込期間

6 月 18 日（月）～9 月 18 日（月）

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
枚方市ボランティアセンター
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選べる

プログラム案内
タイプ！！ あなたはどのタイプ？！

３

枚方市ボランティアセンターでは、毎年 7 月～9 月の間、高齢者施設や障害者施設、保育所、ボラ
ンティアグループなどに協力していただき、
「夏のボランティア体験プログラム」を実施しています。
この機会にプログラムに参加して自分に合ったボランティア活動を見つけてみませんか？！

タイプ１ 生活を支えよう

→1 ページへ

利用者の生活に密着した普段の施設でのボランティアが体験できます。
利用者とお話をしたり、まったりした日々の生活を少しお手伝いしてみませんか。
受入れ日も多く、一日だけ体験したいという方から数日間体験したいという方まで体験できます。

こんな人におすすめ
□施設の普段の活動が知りたい方
□人と話すのが好きな方
□新しく何かチャレンジしたい方

□夏休みで時間があるので何か初めてみたい方
□将来、介護や保育の仕事をしたいと思っている方
□高齢者や障害者、子どもと関わるのが好きな方

タイプ２ 余暇を盛り上げよう

5 ページへ

利用者が日々、楽しく生活を送るために施設ではイベントや行事を行っています。
施設によって、カラオケ大会をしたり、いろんな教室を開いたりしています。
夏には夏祭りをしている施設も多く、準備や本番のお手伝いなど１日だけでも体験できます。

こんな人におすすめ
□イベントやお祭りが好きな方

□自分も楽しみながら参加したい方

□盛り上げ上手な方
□友達と数人で参加したい方

□趣味で音楽や歌などをしている方
□高齢者や障害者、子どもと関わるのが好きな方

タイプ３ グループで活動しよう

7 ページへ

ボランティア活動には個人での活動だけでなく、グループで行うグループ活動があります。
グループ活動は、施設支援や点訳や朗読、手話、おもちゃ修理、芸能ボランティアなど様々な形で
支え合う活動があります。メンバーを募集しているグループもあります。

こんな人におすすめ
□グループでの活動に興味がある方
□今後も継続的に活動を考えている方
□友達と数人で参加したい方

□ひとりで活動するのは心細い方
□いろんな分野の活動に興味のある方
2
□高齢者や障害者、子どもと関わるのが好きな方
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タイプ①

7/1～9/30

生活を支えよう

1. 里仁館デイサービスセンター

2. 特別養護老人ホーム 里仁館

期間：7/1～9/30 9：00～15：30（日は除く）

期間：7/1～9/30 9：30～17：00（日は除く）

場所：田口山 2-5-1

場所：田口山 2-5-1

対象：小学５年生（保護者付添）～社会人

対象：小学生～社会人

持ち物：上履き、動きやすい服装

持ち物：上履き、動きやすい服装

内容：お茶出しやレクリエーションの補助等

内容：簡単な生活介護のサポート体験等

ポイント：高齢者支援！ 障害者支援！

ポイント：高齢者支援！

親子での参加歓迎！ 主婦等もＯＫ！

グループでの参加歓迎！

昼食支給！

3. 総合福祉会館デイサービスセンター

4. はなまるデイサービス東香里

期間：7/1～9/30 10：00～15：00（日は除く）

期間：7/5～9/30

場所：新町２丁目 1-35

場所：東香里 1 丁目 24-3

対象：大学生、専門学生～社会人

対象：高校生～社会人

持ち物：弁当、動きやすい服装

持ち物：上履き、動きやすい服装、昼食代 500 円

内容：利用者のお話し相手やレクの補助等

内容：利用者の見守りや傾聴、レクの補助等

ポイント：高齢者支援！障害者支援！

ポイント：高齢者支援！

9：00～17：00

事前オリエンテーションあり！

事前オリエンテーションあり！

（電話可）

昼食支給！

5. 香里丘デイサービスセンター

6. さざなみデイサービスセンター

期間：7/1～9/30 9：00～16：30（日は除く）

期間：7/1～9/30

場所：香里ヶ丘 4 丁目 17-1

10：00～15：00

（水、土、日と 8/13～8/15 は除く）

対象：中学生～社会人

場所：楠葉並木 2 丁目 20-6

持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

対象：中学生～社会人

内容：利用者のお話し相手やレクの補助等

持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

ポイント：高齢者支援！

内容：生活介助の体験やレクの補助等

高齢者の方もＯＫ！

ポイント：高齢者支援！

特技のある方歓迎！

グループでの参加歓迎！
特技のある方歓迎！
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7/1～9/30

7. アイリス

8. 特別養護老人ホーム サール・ナート

期間：7/1～9/30 8：30～17：00

期間：7/1～9/30 10：00～17：00（日は除く）

場所：春日東町 2 丁目 12-10

場所：高田 2 丁目 40-1

対象：中学生～社会人

対象：高校生～社会人

持ち物：上履き、動きやすい服装

持ち物：上履き、動きやすい服装、昼食代 350 円

内容：利用者のお話し相手やレクの補助等

内容：利用者のお話し相手や家事支援の補助等

ポイント：高齢者支援！

ポイント：高齢者支援！

昼食付！（３時間以上の場合）

グループ、親子での参加歓迎！

交通費補助！（1 日４６０円まで）

昼食が食べられます！

9. サール・ナート デイサービスセンター

10. 特別養護老人ホーム 美郷

期間：7/1～9/30 9：30～16：30（日は除く）

期間：7/1～9/30 9：00～16：00（日は除く）

場所：高田 2 丁目 40-1

場所：西招堤町 1253

対象：中学生～社会人

対象：小学 6 年生～社会人

持ち物：上履き、動きやすい服装、

持ち物：弁当（4 時間以上の場合）、動きやすい服装

内容：利用者のお茶出しやレクの補助等

内容：利用者とのコミュニケーションやレクの
補助、ボランティア団体の見学など

ポイント：高齢者支援！ 昼食支給！
グループでの参加歓迎！

ポイント：高齢者支援！

事前オリエンテーションあり！

グループ、親子での参加歓迎！

11. くすの木園

12. わらしべ会 アトラクト

期間：7/2～9/28 9：00～17：00

期間：7/1～9/30 9：00～16：00（土、日は除く）

（土、日と 8/14～8/19 は除く）

場所：穂谷大字 4871

場所：津田東町 2 丁目 35-1

対象：小学生（保護者付添）～社会人

対象：中学生～社会人

持ち物：長靴、軍手、動きやすい服装

持ち物：弁当または昼食代３３０円、上履き、動きやすい服装

内容：畑作業や利用者とのコミュニケーション等

内容：知的障害者の屋外、室内の作業の補助等

ポイント：障害者支援！子ども向けプログラム！

ポイント：障害者支援！ グループでの参加歓迎！

親子、 グループでの参加歓迎！

事前オリエンテーションあり！

短時間でも歓迎！

ボランティアクイズ

その１

初級編

英語でボランティア（volunteer）にはどんな意味があるでしょうか！？
① 市民活動 ⓶自生植物

⓷志願兵・義勇兵 ④奉仕活動
解答は 11 ページ⤵
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7/1～9/30

13. 氷室保育園

14. 枚方たんぽぽ保育園

期間：7/1～9/30 9：30～17：00（土、日は除く）

期間：8/1～8/31 9：00～16：30（日は除く）

場所：尊延寺 6 丁目 22-5

場所：中宮北町 10-14

対象：大学生、専門学生～社会人

対象：高校生～社会人

持ち物：弁当、動きやすい服装、

持ち物：弁当、動きやすい服装、

内容：乳幼児の保育補助全般

内容：0 歳から就学前の子ども達と遊んだり、保

ポイント：保育体験！

育環境を整備の補助等

検便結果の提出が必要！

ポイント：保育体験！

事前オリエンテーションあり！

事前オリエンテーションあり！

15. 第二徳風保育園

16. 香里敬愛保育園

期間：7/21～9/22 9：00～17：00（日は除く）

期間：7/23～8/31 9：00～17：00

場所：招堤南町 3 丁目 10-22

（日と 8/13～8/15 は除く）

対象：高校生～社会人

場所：香里ヶ丘 4 丁目 17-1

持ち物：動きやすい服装、

対象：高校生～社会人

内容：1 日を通して 0～2 歳児の活動の補助等

持ち物：特になし

ポイント：保育体験！ 給食支給！

内容：夏の遊びや、子どもの生活習慣の補助等

事前オリエンテーションあり！

ポイント：保育体験！

（希望者のみ）

給食支給！

17. 第２長尾保育園

（希望者のみ）
18. まりも保育園

期間：7/1～8/31 9：00～16：00（日は除く）

期間：7/2～8/24 9：00～17：00（土、日は除く）

場所：長尾北町 3 丁目 2-1

場所：春日北町 4 丁目 1-7

対象：大学生、専門学生～社会人

対象：中学生～社会人

持ち物：弁当、外用運動靴、帽子、ハンカチ、タオル

持ち物：弁当、動きやすい服装

内容：日常保育の補助や水遊び等

内容：日常保育の補助等（日によって異なる）

ポイント：保育体験！

ポイント：保育体験！ グループでの参加歓迎！

事前オリエンテーションあり！

検便結果の提出が必要！

検便結果の提出が必要！（なるべく）

（赤痢、サルモネラ、Ｏ－１５７）

（希望者のみ）ボランティアクイズ

その２ （希望者のみ）
初級編

ボランティアセンターでボランティアをしたい人とボランティアを必要としてい
る人を調整する職員のことをなんというでしょうか？
⓵ボランティアスタッフ ⓶ボランティアサポーター
⓷ボランティアコーディネーター ⓸ボランティアアドバイザー
3

解答は 11 ページ⤵

夏のボランティア体験プログラム 2018

19. 牧野保育園

7/1～9/30

20. くずは光の子保育園

期間：7/23～8/24 9：30～16：30（土、日と 8/15 は除く）

期間：7/1～9/30 9：00～17：00

場所：上島東町 6-5

（土、日と 8/11～15 は除く）

対象：高校生～社会人

場所：楠葉朝日 1-22-10

持ち物：主食、昼食代 200 円、上履き、動きやす

対象：高校生～社会人

い服装、箸、コップ、エプロン

持ち物：上履き、動きやすい服装

内容：日常保育や保育環境の整備等

内容：日常保育や夏の遊びのお手伝い等

ポイント：保育体験！ おかず支給！

ポイント：保育体験！

事前オリエンテーションあり！

昼食、おやつ支給！

21. つくし保育園

（希望者のみ）
22. 中振敬愛保育所

期間：7/1～9/30 9：00～17：00（日は除く）

期間：7/25～8/23 9：00～17：00
（土、日と 8/13～8/15 は除く）

場所：中宮本町 1-29
対象：高校生～社会人

場所：東中振 1-12-1

持ち物：昼食代 300 円、動きやすい服装

対象：大学生、専門学生～社会人

内容：0～2 歳児の保育や遊びの補助等

持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装、運動靴、
タオル、帽子

ポイント：保育体験！
検便結果の提出が必要！

内容：日常保育や子どもたちの生活の補助等

事前オリエンテーションあり！

ポイント：保育体験！
（希望者のみ）

（希望者のみ）
23.ぱぴるす
期間：7/1～9/30 9：15～15：30
（土日は除く）
場所：大字尊延寺 2200
対象：中学生～社会人
持ち物：弁当か昼食代 400 円 上履き
内容：押花作品づくりや草花採集など
留守家庭児童会でも活動します
ポイント：障害者支援！子ども支援！

ボランティアクイズ

その 3

中級編

日本ではボランティア活動が特に広まるきっかけになった年をボランティア元年
と名付けています。それは次の 4 つの中でどれでしょうか？！
⓵1995 年

⓶2004 年

⓷2011 年
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⓸2016 年

解答は 11 ページ⤵

夏のボランティア体験プログラム 2018

タイプ②
1.

余暇を盛り上げよう

特別養護老人ホーム サール・ナート

2.

わらしべ園

日時：7/16（月） 10：00～16：00

日時：7/8 8/12 9/9 （第２日曜日）

場所：高田 2 丁目 40-1

場所：長尾荒阪 2-3545

対象：高校生～社会人

対象：高校生～社会人

持ち物：昼食代３５０円、上履き、動きやすい服装

持ち物：上履き、動きやすい服装

内容：毎年恒例の夏祭りの屋台補助等

内容：ヨガ教室のお手伝い等

ポイント：夏祭りのお手伝い！高齢者支援！

ポイント：障害者支援！

親子、グループでの参加歓迎！

休日に参加できる！

屋台の食事支給！

体を動かすプログラム！

３. わらしべ園

４. セルプわらしべ 森のうま舎

日時：7～9 月 毎週土曜日 14：00～15：000

日時：7/3 と 7/4 9：30～12：00

場所：長尾荒阪 2-3545

場所：王仁公園 2-2

対象：高校生～社会人

対象：高校生～社会人

持ち物：上履き、動きやすい服装

持ち物：動きやすい服装

内容：知的障害者の柔道教室の補助

内容：支援学級児童の馬のお世話の補助等

ポイント：障害者支援！

ポイント：障害者支援！

経験者も未経験者も歓迎！

子ども支援！
動物や自然と触れ合えます！

５. セルプわらしべ 森のうま舎

6.

日時：7/28 9：30～7/29 10：30 （宿泊）

日時：7/7（土） 15：00～20：00

場所：王仁公園 2-2

場所：中宮本町 1-29

対象：高校生～社会人

対象：小学生～社会人

持ち物：動きやすい服装

持ち物：動きやすい服装

内容：近隣児童対象の 1 泊 2 日キャンプでの乗馬

内容：夏祭りの遊びコーナーの補助等

や夕食づくりのサポート等

つくし保育園

ポイント：子ども支援！

ポイント：障害者支援！子ども支援！

親子での参加歓迎！

１日のみの参加も可！

事前オリエンテーションあり！
（希望者のみ）
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7.

8.

氷室保育園

7/1～9/30

まりも保育園

日時：8/4（土）16：00～19：00

日時：8/25（土）13：00～19：00

場所：尊延寺 6 丁目 22-5

場所：春日北町 4 丁目 1-7

対象：大学生、専門学生～社会人

対象：中学生～社会人

持ち物：動きやすい服装

持ち物：弁当、動きやすい服装

内容：夏祭りの模擬店の補助

内容：夏祭りのお手伝い等

ポイント：子ども支援！

ポイント：子ども支援！グループでの参加歓迎！

9.

グループでの参加歓迎！

検便結果の提出が必要！

食事支給！

（赤痢、サルモネラ、Ｏ－１５７）

常称寺保育園

日時：8/23（木）15：00～19：30
場所：山之上 4 丁目 4-14
対象：高校生～社会人
持ち物：動きやすい服装
内容：夏祭り（地蔵盆）のなどのお手伝い等
ポイント：子ども支援！
交通費支給！（460 円まで）
地域の方と交流できます！
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タイプ③
1.

ボランティアグループ

7/1～9/30

グループで活動しよう

あゆみ

2.

ボランティアグループ

あゆみ

日時：7～9 月（第 1.3 木曜日）10：00～12：00

日時：7～9 月（毎週火曜日）10：00～12：00

場所：ＮＰＯ法人 やごの家

場所：とうかえで （養父東町 50-13）

（須山町 41-16）

対象：社会人

対象：社会人

持ち物：交通費、エプロン

持ち物：交通費、エプロン

内容：施設で手作業の補助（パック商品の汚れ拭

内容：施設で手内職の補助（シール貼りや飾り小

きや、紙ケースの組み立て等）

物の組み立て等）

ポイント：障害者支援！

ポイント：障害者支援！

主婦や高齢の方歓迎！

3.

（希望者のみ）
ボランティアグループ

主婦や高齢の方歓迎！

あゆみ

4.

（希望者のみ）
ボランティアグループ

あゆみ

日時：7/18（水）9/19（水）13：00～16：00

日時：7～9 月（毎週月曜日）10：00～12：00

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

場所：クッキー工房おれんじはうす （交北 3 丁目 3-10）

対象：社会人

対象：社会人

持ち物：交通費、動きやすい服、エプロン

持ち物：交通費、エプロン

内容：難病（パーキンソン）の方の交流会のお手

内容：施設で手作業の補助（クッキーの袋詰めや

伝い（会場設営や、お茶出し等）

シール貼り等）

ポイント：障害者支援！ 主婦や高齢の方歓迎！

ポイント：障害者支援！

7/18 は笑いヨガ 9/19 はカラオケ

5.

主婦や高齢の方歓迎！

（希望者のみ）
牧野おもちゃライブラリー

6.

牧野おもちゃライブラリー
（希望者のみ）
日時：7/26（木） 8/9（木） 8/23（木）

日時：7/26 8/23 9/27（いずれも木曜日）
9：15～16：00

9/1（土） 9/27（木） 10：00～15：00

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

対象：小学生～社会人

対象：中学生～社会人

持ち物：弁当、交通費、動きやすい服

持ち物：弁当、交通費

内容：プレイランドというおもちゃの遊び場で、

内容：8/9（木）の手作りおもちゃ講習会の準備を

受付や子どもたちの遊び相手をします。

します。9/1 は社協ふくしフェスティバル

ポイント：当日にオリエンテーションがあります！

ポイント：女性限定！

（希望者のみ）

（希望者のみ）
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7.

ＮＡＬＣ「天の川クラブ」

日時：7/30（月）8/9（木）

8.

13：00～14：30

7/1～9/30

ＮＡＬＣ「天の川クラブ」

日時：7/12（木）8/9(木)8/21（火） 10：00～12：00

場所：サンポエムひらかたデイサービスセンター

場所：ファミリーポートひらかた

（交北 3 丁目 1-52）

（招堤南町 2 丁目 50-1）

対象：中学生～高校生

対象：中学生～大学生、専門学生

持ち物：制服または、準じる服装

持ち物：交通費

内容：レクのお手伝いや、おやつ、お茶の提供等

内容：7/12 はどろんこ遊び、8/9 はボディペインテ
ィング 8/21 は夏祭り、のお手伝い

ポイント：高齢者支援！
身体介助なし！

ポイント：子ども支援！
身体介助なし！

9.

（希望者のみ）
ＮＡＬＣ「天の川クラブ」

10. 栄養アドバイザー「萌」
（希望者のみ）
日時：7/4～6 8/1～3 9/3～5

日時：8/21（火）8/28（火） 10：15～11：45

いずれも 12：00～14：30

場所：サプリ村野ＮＰＯセンター

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

（村野西町 5-1）
対象：高校生～大学生、専門学生

対象：高校生～社会人

持ち物：交通費、動きやすい服装

持ち物：交通費、動きやすい服装、エプロン、三角巾

内容：親子のふれあいの場をサポート

内容：デイサービスセンターでの料理教室の補
助等

ポイント：子ども支援！ 8/21 は 1.5 歳～2 歳児

ポイント：高齢者支援！検便の提出が必要！

8/28 は 2.5 歳以上を対象！

8/28 は 2.5 歳以上を対象！
11. 朗読ボランティアグループ「コスモス」

12. 点訳グループ「野菊」

日時：7/13 8/17 9/14（いずれも金曜日）

日時：7/12 7/26 8/9 8/30 9/13

13：30～15：30

（いずれも木曜日）10：00～12：00

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

対象：小学生～社会人

対象：小学生～社会人

持ち物：飲み物

持ち物：なし

内容：発声練習から録音、録音を聞く体験。

内容：点字の知識や、点訳の仕方を教えます。

ポイント：講師による朗読レッスンも見学可能！

ポイント：障害者支援！

（希望者のみ、体験日の午前中）

点字の名刺づくりができます！

ボランティアクイズ

その 4

上級編

次の内、ボランティアと共通点がある言葉はどれでしょうか？！
⓵野球

⓶バレーボール ⓷サッカー

⓸バドミントン
解答は 11 ページ⤵
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13. おもちゃ病院ひらかた

14. おもちゃ病院ひらかた

日時：7/26 8/23 9/27（いずれも木曜日）

日時：8/7（火） 10：00～12：00

7/1～9/30

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

10：00～15：00
場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

対象：小学生～社会人

対象：小学生～社会人

持ち物：弁当、交通費

持ち物：弁当、交通費

内容：小学生対象のおもちゃ工作教室の補助等

内容：おもちゃ修理の体験等

ポイント：サイコロパズルを作ります！
ものづくりや機械が得意な方歓迎！

ポイント：ものづくりや機械が得意な方歓迎！
子どもも楽しく学べます！

15. ひらかた自助具工房

16. ドリームマジックひらかた

日時：7～9 月（第 3 土曜日）9：15～12：00

日時：9/15（土）9/22（土）11：00～12：00

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

対象：大学生、専門学生～社会人

対象：小学生～中学生

持ち物：なし

持ち物：なし

内容：「りりあんサロン」という片手編み機の

内容：簡単な手品のタネ明かしや、トークの練
習などを教えます。

講習会や参加者の交流会の補助等

ポイント：子ども対象！

ポイント：編み物が好きな方歓迎！

手品を覚えたい方歓迎！

未経験者でも簡単に覚えられます！

17. ボランティアグループ

18. 手話サークル 昼柿

ひいらぎ

日時：8/7 8/21 8/28 （いずれも火曜日）

日時：7/18（水）9/19（水）10：15～11：45

10：00～12：00

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）
対象：小学生～社会人

場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

持ち物：はさみ

対象：小学生～社会人

内容：ボランティアセンターに寄付された使用

持ち物：交通費
内容：自己紹介や挨拶など簡単な手話を学べます。

済み切手の整理等を行います。

ポイント：未経験者限定！

ポイント：お話をしながら作業できます！

聴覚障害者への理解が深まります！

未経験の方も簡単にできます！

ボランティアクイズ

その 5

上級編

ボランティアをしている人の割合が最も高い都道府県はどこでしょうか？！
⓵大阪府

⓶滋賀県

⓷東京都

⓸福島県
解答は 11 ページ⤵
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7/1～9/30

19. 手話サークル 虹

20. ＳＬＧあおぞら （手話）

日時：8/20 8/27 9/3 9/10（いずれも月曜日）

日時：7～9 月 毎週木曜日 19：00～20：30
（7/12 と 8/16 は除く）

10：00～12：00
場所：ラポールひらかた （新町 2 丁目 1-35）

場所：菅原生涯学習市民センター

対象：社会人

対象：どなたでも参加できます

持ち物：筆記用具

持ち物：なし

内容：聴覚障害者が気軽に立ち寄れるサロンの

内容：簡単な手話を学び、会話などにもチャレ
ンジします！

ような場所で手話を学びます。

ポイント：手話経験に応じて個別対応します！

ポイント：初心者、未経験者限定！

21. 手話サークル ひよこ

22. 大阪府ビューティケア赤十字奉仕団

日時：7/25 8/1 8/8 8/22（いずれも木曜日）

日時：7/3 8/7 9/4（いずれも火曜日）
11：00～12：00

11：00～12：00
場所：津田生涯学習市民センター

場所：ラポールひらかた（新町 2 丁目 1-35）

対象：小学生～社会人

対象：中学生～社会人

持ち物：筆記用具

持ち物：エプロン タオル３枚 動きやすい服

内容：手話の見学や体験をしてもらいます。

内容：ハンドケア―の体験等

ポイント：子ども向けプログラム！

ポイント：高齢者支援！
継続的な活動を希望される方歓迎！

親子での参加歓迎！
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ボランティアクイズ

7/1～9/30

回答編

回答 1 ⓶自生植物 ⓷義勇兵・志願兵
解説
ボランティア（volunteer）の語源Ｖolo（ウォロ）には「自ら進んで～
する」という意味があり、英語圏では自分で成長する自生植物や自ら志
願して兵になる志願兵などの意味で使われています。
日本では市民活動や奉仕活動に近い意味で使われています。
回答２ ⓷ボランティアコーディネーター
ボランティアをしたい人とボランティアを必要とする人を対等につなげ
るのがボランティアコーディネータ―です。枚方市ボランティアセンタ
ーには２名います。またボランティアの相談にのるボランティアアドバ
イザー（ボランティアサポ―ターと類語）も当番制で２名常駐していま
す。ボランティアスタッフは主にボランティア活動者のことを指します。
回答３ ⓵1995 年
1995 年 1 月 17 日に阪神淡路大震災が起きました。その年、被災地へ向
かったボランティアの数は 140 万人を超え、日本人の８割は募金など何
かアクションを起こしたといわれています。これによりボランティアの
存在が大きく注目されることになったためボランティア元年と呼ばれて
います。
ちなみに、2004 年は新潟県中越地震、2011 年は東日本大震災、2016
年は熊本地震が起こった年です。
回答４ ⓶バレーボール
バレーボールは英語で volley ball と書き、ボランティア（volunteer）
と同じく vol から始まる言葉です。バレーボールはボールをコートに落
とさず相手に返す競技ですが、volley はボレーのことで要は上に上げる
ことです。ボランティア活動は意欲の高まりで始まることから、湧き出
る、浮き上がるという点でも共通しています。※１
回答 5 ⓶滋賀県
平成 28 年に総務省が行った生活基本調査ではボランティア活動をして
いる人の割合は全国平均で 26.0％、１位が滋賀県の 33.9%です。大阪
府は 47 都道府県最下位の 20.6%でした。

※１

参考：早瀬昇『
「参加の力」が創る共生社会 市民の共感・主体性をどう醸
成するのか』ｐ10,p11 （2018 年ミネルヴァ書房）
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