
3つの【密】、絶対に避けて‼ 

換気の悪い 

密閉空間 
大勢がいる 

密集場所 
間近で会話する 

密接場面 

むしむし がやがや ぎゅうぎゅう 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度「てくてく」の予定 

☆ ７月 カヌー 

☆ ８月 プール 

☆ ９月 そうめん流し 

☆10月 絵手紙 
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え：よしだ みずほ 

編集後記  

《ボランティア登録》 

●ボランティア団体 ・・・・・・・ 123団体 

●給食ボランティア団体 ・・・  36団体            合計 ・・・・・・・ 159団体 

●個人ボランティア登録者・・  799名      ボラ活動者のべ数・・・・・・・ 4407名 

2019年度 ボランティア報告 

① 活動中につまずいて転倒し、歯が欠けた。 

② 調理をしていて包丁で指を切り、病院で縫合した。 

ケガがないのが一番ですが、もしもの時はすぐに社協

までご連絡ください。 

（原則起きた日から 30日以内の報告が必要です。） 

 

《ボランティア保険》 
中津市内で昨年度ボラ活動保険に 2998 人の

方が加入し、利用件数は５件でした。どんな場合に

使ったのか一例を紹介します。 

 

 

＜答え＞ ✖ 自宅の敷地内でのケガは、ボラ保険では補償されません。往復途上の補償は自宅の敷地を出てから自宅の敷地に戻るまでとなります。 

 

 

2020年度「てくてく」  
ボランティア大募集！ 

障がいのある子どもたちと一緒に遊び、見守りを
してくれるボランティアを募集しています。 

＜お問合せ先＞中津市社会福祉協議会 地域福祉課 

                       電話 23-2095 

「春」・・・みなさんは「春」といえば「出会いの季節」ですか？ 

それとも「別れの季節」ですか？ 私はこの季節になると、高

校入学式のことを思い出します。入学式も無事に終わり学校

の門を出た時、右肩に「ぽとっ」と音が、、、見るとハトのフンが

ついていました。高校 3 年間使う学生服に「運」がついた瞬

間。なんて記憶が蘇る今日このごろ。（笑） 

ボランティアコーディネーター 
みやた しょうた 

～運がついたかも！？～ 

みんなで気をつけよう‼ 

 

① ハンドソープで“30秒”洗う 

② 洗った後は乾かして“保湿” 

※厚生労働省と日本医師会の資料を参考にしています。 

布マスク 
～清潔に保つことが大切～ 

だから、くしゃみをするときは布マスクをして

いてもひじを使ってガードしましょう！ 

マスクはかならず毎日洗って汚れたら交換

してキレイなものをつけましょう！ 

布マスクをしていてもくしゃみやせきを

するとウイルスは外に出てしまいます。 

室内での活動で注意すること 

1、 室内に入る前に、手洗いとマスクの着用を徹底。 

2、 室内の活動時間を短縮する。参加者の間隔は 

1 メートル以上離す。 

3、 活動中はこまめに窓を開けて換気する。 

～手洗い～ 

新型コロナウイルスの主な感染経路は？ 

飛沫感染 

感染者のせきやくしゃみからウイルスが広がること。 

接触感染 
ウイルスのついたものを直接的または間接的に 

さわることで感染すること。 

どんな対策をすればいいの？ 

外す時はなるべく表面を触らず、ゴムひもを

持って外す。 

おもちゃ病院 ややま 

ボランティア(ドクター)大募集‼ 

開院日・・・毎月 第 3日曜日 

場  所・・・偶数月 イオン三光 

       奇数月 中津市教育福祉センター、等 

時  間・・・10時～15時 開院日が変更になる場合が 

あります。 

※現在は、新型コロナウイルスの影響により活動自粛中です詳細については

ホームページでご確認ください。 

初心者大歓迎‼ 

お待ちしています。 

中津市ボランティア・市民活動センター内に設置
しています印刷機は５月より使用できなくなります
のでご注意ください。利用したいときはご相談くだ
さい。 

なお、ビューロー(事務所)は、引き続き会議や作
業のご利用ができますので、ご希望の場合は事前
に予約をお願いします。お気軽にご連絡を下さい。 

重要なお知らせ‼ 

ボランティア保険クイズ！ 
～こんな時も保険を使える？～ 

 

答
え
は
下
に
あ
る
よ
‼ 

http://www.nakatsu-s.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 7 月からは、すべての小売店でレジ袋有料化が進んでいる「現代」だから

こそ“エコバック”が欲しいと目を光らせている方もいるのではないでしょうか。 

今回は、みんなが欲しいと思う“ エコバッグ ”を手作りしている方々を紹介します。 

古い着物がエコバッグに 

生まれ変わる！！！ 

私たちは、ボランティア活動を通じて地域社会の福祉向

上に寄与する事を目的とし、様々な活動を行っています。 

エスペーロ会創立は昭和 54 年 11 月 20 日、中津市

ではボランティア登録 1号の団体と聞いています。 

古い着物や端切れを活用して様々な世

代の方に使ってもらえる物と思い、エコバ

ックと袖止めバンドを作り始めました。 

会員募集中です‼ 気になる方、手芸に

興味がある方、どなたでも大歓迎です。 

 

儚
はかな

げおと倶楽部♬ 

今年度から新しくボランティアグループが増えました。 

エスペーロ会 

給食ボランティア 「東浜」  「コロナに負けるな‼」 おかげさまで、317個のランドセルを集めることができました。 

～細川さんより～ 

皆さまから頂いたランドセルの旅路 to フィリピン 

お家でできる“プチ”ボランティア活動を
してみませんか！？ 

収集ボランティアあれこれ 

 

家にいてその日から気軽にできるのが収集ボランテ

ィアを紹介します。主に次のようなものがあります。 

☆使用済み切手 ☆書き損じはがき・未使用はがき  

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
負
け
な
い
‼ 

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
‼ 

地域サロン 「沖代すずめ」 「ご縁を切らさないために‼」 

 普段は賑わっている地域サロンでの活動もコロナの影響により活動ができなく

なっています。ですが、「これまでの活動できたご縁を切らさないためになにかし

たい‼」と思い、４月２８日にサロン利用者の方々にお手紙、マスク、かしわもち

の３点をプレゼントしました。実は、この活動は 3 回目で、1 回目は絵手紙を３月

中旬に、2 回目はマスクとお手紙を４月初めにプレゼントしました。受取った方々

からは、「早くサロンに行きたい」「話が一杯したい」と嬉しい声を聞けました。 

４月 16日に給食ボランティア東浜のみなさんが普段利用

されている方々のお家に手作りマスクとお手紙をプレゼント

し、「コロナに負けるな‼」と激励しました。 

普段では手作り弁当を届

けているが、コロナの影響で

お弁当を届けることができな

くなっており、今できることを

しようとみなさんで手作りマ

スクと手紙を準備しました。

材料は、家にあるさらしやウ

エストゴムをうまく活用しま

した。作る際もみんなが集ま

ると良くないので、ミシン役、

ゴム付け役など役割を決め

襷（たすき）を繋ぎました。 

高齢者グループ 「守実いきいきサロン」 

「子どもたちを元気に‼」 

 ４月 17日にコロナウイルスから子どもたちを守ろう

とサロンのみなさんで手作りマスクを小・中学校に贈

りました。 

当日は、三郷小で過ごしていた 5 名の子ども達に

67 枚のマスクをプレゼントしました。子ども達からは

「マスクがないのでうれしい」「かわいいマスク」と喜

びの声が聞けました。 

材料の確保には苦労しましたが、ストッキングを耳

ひもとして代用するなど、みんなで工夫しながら「子

どもたちを元気に」との思いで集めました。喜んで貰

えてうれしいです。 

社
協 

太
郎 

収集業者や収集家に販

売して、その利益を発展

途上国の保健医療の支

援(海外へ医師、看護師

保健師等の派遣等)や施

設建設費等の福祉のため

に役立てています。 

～方法～ 

・切手を台紙からはがす必要は

ありません。 

・封筒やハガキに貼ってある切

手のまわりおよそ 1㎝程度を残

して切り取ってください。 

・複数の切手が連なっているも

のは、全部をひとまとまりとして

まわりを切り取ってください。 

＜お問合せ先＞ 

中津市社会福祉協議会 地域福祉課  

電話 ： 23-2095 

小学校 6年間の沢山の思

い出が詰まったランドセル、

確かにお預かり致しました。

寄贈して頂いた皆様方の善

意をフィリピンの貧しい地域

の子ども達にお届けしたいと

思います。フィリピンの子ど

も達を代表して、感謝申し上

げます。 

細川さん宅で保管・

仕分けをする。 
フィリピン専門の宅配便「トランステック」に

て、マニラさくらライオンズクラブに送る。 

マニラさくらライオンズクラブの方々

の手で地域の小学校へ寄贈する。 

エスペーロ会 代表：中田敏子さん 

 

加来さん 

《活動》 

日時：毎週火曜日 10時～15時まで 

場所：田中集会所 (伊藤田 1890番地) 

《お問合せ先》 

電話：090－9404－5990 （代表：中田） 

 

どんなグループ？ 

《活動》 

日時：第 1,3土曜日 16時～ 

場所：小楠コミュニティーセンター 

どんな活動してるの？ 

 

みなさん初めまして、私たちは子育てを通

じて出会いました。その中で深めた絆を、大

好きな音楽で表現したい、様々な出会いの

場でハーモニーを奏でたいとの願いから令

和元年 10月 23日に結成したばかりです。 

今現在は、新型コロナウイルの影響により

練習会場の閉館等、自粛の昨今、各自お家

での練習を頑張っております。 

私達の夢‼ 

今はレパートリーを増やし、依頼演奏やイベ

ント出演など私たちの演奏を聴いてもらえる

場を増やしたいです。私達の音楽で皆さまを

幸せに出来る日まで、共に頑張ります。 

どんなグループ？ 

※コロナの影響で、輸送が遅れていますが、確かにお届けします。 


