第１３回 Ｓｕｚｕｋｉ Ｇaｒｐｈｙttan Award

日鉄 SG ワイヤ地域社会貢献賞 受賞

Suzuki Garphyttan Award（地域社会貢献賞）

ボランティア・市民活動センターだより

は、日鉄SG ワイヤ㈱（旧社名 鈴木金属工業㈱）が、

おめでとうございます！
人形劇サークル さくらんぼ

平成20年に創立70周年を記念して地域ボランティア活
動の発展に寄与することを目的に創設されました。

様

令和元年 11 月には、厚生労働大臣表彰を受賞

地域福祉推進を図っている市内で社会貢献活動をしてい
る団体または個人を公募のうえ選考しています。
活動援助資金 30 万円授与

令和２年７月

ＮＯ．８７

人形劇サークル さくらんぼは、人形劇公演を通じて、ボランティアで社会奉仕をしていく目的で創られました。
未来を担う子どもたちや地域の方々に人形劇の上演を通じて夢や希望を与えるため、教育施設や老人福祉施設、地域の公的
イベントへの参加、自主公演や人形劇の人形の作り方の指導なども行なっています。脚本はオリジナルで、大道具や小道具もひと
つひとつ手作りしています。この度、これまでの活動が認められ、Suzuki Garphyttan Award（日鉄ＳＧワイヤ地域社会貢献
賞 ）受賞の運びとなりました。なお、例年、東習志野の日鉄ＳＧワイヤ株式会社で行なわれていた表彰式は、今年は残念ながら新
型コロナウイルス感染症の影響により、開催されませんでした。
団員 飯島 美惠子さんよりひとこと

か

ざ

ぐ

る

ま

今年の『夏ボラ説明会』は中止します。
新型コロナウイルスの感染防止の為、多くの施設で、ボランティアの受け入れが難しい状況です。
また、
『夏ボラ説明会』の会場では、不特定多数の人が接触するおそれがあるため、夏休みボランティ
ア『夏ボラ説明会』は中止します。夏休みのボランティア活動をご検討頂いておりました皆様には
大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

人形劇サークル さくらんぼは、本年で創立４５周年目を迎え
ます。昨年は厚生労働大臣表彰受賞の栄誉をいただき、支えて

正しく手を洗おう！！

くださった地域の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
私達はこども園、図書館行事、地域行事、学童教室、日本語

ピコ太郎風に楽しく♪歌いながらやってみよう

学校等で上演をしています。
人形劇は世代や言葉の違いを超えて通じ合え、観たら楽し
く、創って楽しく、演じて楽しいもの。歳を忘れるにはベストです。
今後も「さくらんぼ 誰にも好かれる 笑顔かな」をモットーに
活動してまいります。

「日鉄SGワイヤ㈱」の企業情報

厚生労働省の啓発アイコンにも
『アマビエ』が使われています

マスク
をしよう

まめに
手を洗おう

液体せっけんなどをつける

手のひらをよくこする

I have a hand

I have a soap

Uh！ wash！wash！...

アイ ハァヴ ア ハンド

アイ ハァヴ ア ソープ

ア！ ウォッシュ！ウォッシュ！...

手の甲をこする

指先と爪先をこすりつける

指の間をこする

昭和13年（1938年）５月、当時輸入だけに依存していたピアノ線
の国産化を最大の目標として設立されました。
以来、特殊鋼線の総合メーカーとして、信頼性の高い優れた製品
をあらゆる分野に提供し、産業界の発展に寄与されています。

新型コロナウイルス感染予防のために、できること
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よく食べる

よく寝る

ボランティア活動について
現在、新型コロナウイルス感染拡大防
止を考慮した上、可能な活動に限り実施
をしておりますが、多くのボランティア
活動を休止せざるをえない状況です。
（５月末日現在）
ボランティア活動を希望される場合
は、ボランティア・市民活動センターまで
お問合せください。

習志野市ボランティア・市民活動センター（社会福祉法人習志野市社会福祉協議会内）
習志野市秋津３－４－１（総合福祉センター２階 いずみの家）
Ｔ Ｅ Ｌ ０４７－４５１－７８９９ 月～金 8：30～17：00 （祝日・年末年始を除く）
Ｆ Ａ Ｘ ０４７－４５１－８２１１
24 時間テレホンサービス ４５２－３９９９
ボランティア・市民活動センターから、イベント・ボランティア
募集などのお知らせをメール配信します。
E メールアドレス info@nashakyo.jp
パソコンの方は、mag-volunteer@nashakyo.jp に空メールを
ホームページ http://www.nashakyo.jp/
お送りください。携帯電話・スマホはＱＲコードをご利用ください

wash！wash！...

wash！wash！...

wash！wash！...

ウォッシュ！ウォッシュ！...

ウォッシュ！ウォッシュ！...

ウォッシュ！ウォッシュ！...

指をつかんでねじり洗う

手首をつかんでねじり洗う

よく洗い流す

wash！wash！...

wash！wash！...

wash！wash！...

ウォッシュ！ウォッシュ！...

ウォッシュ！ウォッシュ！...

ウォッシュ！ウォッシュ！...

タオルで拭いたら、きれいな手

「Pray for People And Peace」

Clean hand
クリーンハンド

「We will WIN」

プレイ フォー ピィーポー アンド ピース ウィー ウィル ウィン
（人類と平和のために祈ろう）
（私たちは勝てる）

ボランティア活動のお問合せは
習志野市ボランティア・市民活動センター

☎４５１－７８９９へ

家族で、対戦！！
すごろくでボランティアを知ろう！！

すごろくを始める前に
★サイコロを作る
①外枠の太い線に沿って切る
②すべての点線‐‐‐を山折りにする
②のりしろにのりをぬり、6 の目の端に連結し、６角形にする

★コマを組み立てる
①外枠の太い線に沿って切る
②すべての点線‐‐‐を山折りにする
③のりしろにのりをぬり、★印の裏に貼りつけ３角形にする
自分の意志で行なう活動が
ボランティアです

誰もがいきいきと暮らしていける
よう支えあう活動が

自発性（やる気）

ボランティアです

準備が出来たら、さあはじめよう！！
のりしろ

公共性（思いやり）
あなたのもつ

ボランティアは相手との信頼関係

経験や知識、感性が
ボランティア活動に活かせます
今必要なことを考え

が大事！無断で休んだり遅刻したり
しないようにしましょう

より良い社会を自分たちで
創る活動がボランティアです

ボランティア活動で
は、お金では得られない
出会いや発見があります
やりがい・感動喜びが
得られます

約束を守る

創造性

無償性（やりがい）

（より良い社会づくりへの参加）

せっかくの活動も
相手が望んで
いなかったら、迷惑と思われる
かもしれません

最初はわからないことばかりで
す。自分の判断だけで行動して
しまうと思わぬ事故につながる
こともあります

相手の気持ちを
大切に

活動中に
知った個人的なこと
は絶対に人に話しては
いけません
自分の中にとどめて
おきましょう

秘密を守る

ハキハキとしたあいさつや
ニコニコとした表情はだれでも
うれしい気持ちになります。

のりしろ

のりしろ

のりしろ

元気と笑顔を心がける

わからないことは聞く

サイコロの出来上がりは
こんな感じ

最初は少しずつ、慣れてきた
ら段々増やしていくのが細く
長く続けるコツ

無理をしないで
コマの出来上がりは
こんな感じ

困っていることは人それぞれ違います

するために、アイデアを出
し合ったり、手や足を使って汗をかいたりし

「どうかしましたか？」と、
どうしてほしいのか聞いてみましょう

て『生活を良くしよう、困ったことを解決しよ
う』とする活動がボランティアです

のりしろ

困っている人がいたら声をかけよう
ボランティア活動のお問合せは

のりしろ

のりしろ

習志野市ボランティア・市民活動センター ☎４５１－７８９９へ

