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　毎週月曜日の 8時半、1～ 3年生の教室では 1校時目が始まる前に、丸橋小学校学校応援団『図書ボランティア』

の皆さんによる絵本の読み聞かせタイムが始まります。1 年生の教室では、ボランティアさんの問いかけに応える

子どもたちの大きな声と楽しい笑い声が響きます。読み聞かせの後は、校内 2か所の掲示板の壁面づくりが始まり

ます。夏に向けて子どもたちに昆虫のことを知ってほしいという思いから、今回は「虫シリーズ」の壁面を創りま

す。折り紙や切り絵を使って、てんとう虫 ·バッタ ·カブトムシなどを製作。模造紙いっぱいの昆虫と昆虫クイズ

の愉しい壁面ができあがりました。　

　現在、図書ボランティアに参加されているメンバーは11名。今年度〜約10年超のメンバーもいます。「本が好きで、

下の子どもが幼稚園に行ったらやってみたかった。」「子どもの様子を見ることができるから」「この活動が好きだ

から。」「活動が楽しくて続けています。」など、始めたきっかけや継続して活動されている理由もいろいろです。

　子どもたちの笑顔からたくさんの元気をもらい、活動されている皆さんも活き活きとされています。子どもの好

きな方、ぜひ活動にご参加ください。

折り紙で、てんとう虫をつくります。

昆虫クイズ！　答えは何かな？夏らしい昆虫がいっぱい !!

図書ボランティアさんによる読み聞かせタイム。

型紙を合わせて切り抜きます。

宝塚市　学校応援団

丸橋小学校図書ボランティア学校
応援団

　市教育委員会では、学校応援団を募集しています。お近くの学

校で園芸や遊び体験・清掃などの活動をすることができます。詳

しくは、宝塚市ホームページ「学校支援地域本部事業（たからづ

か学校応援団）」をご覧ください。



　令和4年7月1日から、宝塚社協ボランティ

ア活動センターは、「宝塚ボランタリープラ

ザ zukavo」という新たな名称になります。

　令和 2 年 10 月から令和 3 年 12 月の 1 年 2

カ月の間、ボランティア活動者、地域活動者、

有識者等と、これからのボランティア・市民

活動への支援や、ボラセンの役割について協

議を重ね、これからの「宝塚ボランタリープ

ラザ zukavo」の基本理念と具体的な取組み

を明確にしました。

　今後は、あらゆる人や組織が活動するため

に必要な環境（場所・機会・情報など）を整

え、主体的な活動を応援し、それらの活動を

通じて多様性を認め合い、参加する人や組織

の力を活かして誰一人取り残さず安心して生

活できる地域づくりを目指していきます。

　詳細は、ホームページより「これからの宝

塚ボランタリープラザ zukavo が目指すこと」

（冊子）をダウンロードください。

ボラセンの名称が変わります
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  Report

【プチレシピ】 【簡単アップルパイ】
194 号に掲載！ 「V クラブ」 で作りました。

材料（ ４人分）
りんご	 	 １個
レーズン	　　　　30g
砂糖	 	 大さじ１
春巻きの皮	 ４枚
粉砂糖		 少々
小麦粉		 大さじ１
水	 	 大さじ１
溶かしバター	 大さじ１

レシピ提供　宝塚いずみ会

作り方
１. りんごは皮をむき、たて８等分にきって芯を取り、いちょう切り

にする。
２. レーズンは軽く水洗いして水気をとる。
３. りんご、レーズン、砂糖を鍋にいれ、かきまぜながら弱火でしんなり

するまで煮て４等分にする。
４. 小麦粉と水をだまにならないようにまぜる。
５. 春巻きの皮を広げ、③を細長くおいて、④を３辺にうすくぬり、 くるく

る巻きしっかりおさえる。
６. とかしバターを表面にはけでぬり、 230℃のオーブンできつね色にな

るまでやく。（ ５分くらい）
７. ２つにきり、お皿にもり粉砂糖を茶こしでかける。
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ホームページも
リニューアルします

↑ FB↑ Instagram↑ LINE

SNS で情報配信中

登録グループ募集中！

★宝塚ボランタリープラザzukavoのホームペー

ジでグループの情報を発信できます。

★グループの事務局（問合先）を「宝塚ボラン

タリープラザ zukavo」にできます。

★宝塚ボランタリープラザ zukavo が実施する、

助成金を申請できます。（4月）

グループ登録には、いくつかの登録のきまりが

あります。お気軽にご連絡ください。

※ LINE 公式アカウントからのお問合せも可能

です。

宝塚ボランタリープラザzukavo
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ボランティア募集や相談会などの申込み・問合せは、宝塚ボランタリープラザ zukavo まで。

（☎ 0797-86-5001　Fax0797-83-2425　E-mail avolun@nifty.com）

●ボラコ移動カフェ

【ごてんやまハウス（御殿山 2-23-22）】毎月第 2火曜日

　7月 12 日（火）、8月 9日（火）10：00 ～ 12：00

【一小宝梅ハウス（宝梅 1-12-43】毎月第 4水曜日

　7月 27 日（水）、8月 24 日（水）13：30 ～ 16：00

【ひかりサロン宝塚小林（小林5-5-47 イズミヤ小林店3階）】

　毎月第 4金曜日

　7月 22 日（金）、8月 26 日（金）10：00 ～ 12：00

【あくらす（安倉南 4-38-1　コープ安倉 2階）】不定期

　7月 26 日（火）、8月 30 日（火）10：00 ～ 12：00

　●相談会

●初めてのボランティア活動相談

日時：7月 14 日（木）10：30 ～ 12：00

　　　8月 23 日（火）14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１ 

主催：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　●相談会

　●ボランティア募集

●フードドライブ仕分けボランティア　

フードドライブで集まった食品の仕分けをします。

日時：7月 4日（月）13：30 ～ 14：30

場所：ぷらざこむ１
平日

　●ボランティア募集

●情報誌「みんなボランティア」の仕分け・発送作業

日時：8月 29 日（月）① 10：00 ～ 11：30

　　　　　　　　　  ② 14：00 ～ 15：30

場所：ぷらざこむ１
平日

　●お知らせ

●親子ふれあい工作

　親子で一緒に木の実や小枝を使った工作をしよう！

日時：8月 6日（土）

　① 10：00 ～ 11：00　② 11：00 ～ 12：00

　③ 13：00 ～ 14：00　④ 14：00 ～ 15：00

場所：ぷらざこむ 1　3階フリールーム

費用：無料　　　定員：各回親子 7～ 8組（先着順）

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

主催：武庫ネイチャークラブ

　●お知らせ

●小学生ボランティアクラブ

　全 6回（月 1回土曜日）

日時：① 7/6、8/6、9/ 上、10/1、11/ 中、12/3

　　　② 7/30、8/20、9/ 中、10/15、11/ 中、12/17

　　　※プログラムの都合により、変更になる場合がご

　　　　ざいます。

　　　①②とも　9：30 ～ 12：00

場所：①宝塚市立中央公民館　②ぷらざこむ１

対象：小学生　　　　費用：300 円

定員：①②とも 10 名（先着順）

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　●ボランティア募集

●学習支援ボランティア

日時：第 1・3月曜日　16：30 ～ 18：00

場所：高司児童館（高司 4-4-24）

内容：中学生に数学、英語を教えます。

問合：高司児童館　担当　池田（0797-76-0205）

その他：駐車場あります。
平日

　●ボランティア募集

●オンラインレクリエーション出演ボランティア

日時：11 月 15 日（火）

　　　13：30 ～　1時間～ 1時間半

　　　1時間のみ、複数人での出演ＯＫ

内容：ＺＯＯＭを使ってマジックや音楽演奏など。

場所：ぷらざこむ 1　ほか
平日

　●お知らせ

●女性起業研究会 ESPACE 宝塚主催　イベント

①一人で着れるゆかたと帯結び講座

日時：7月 31 日（日）10：00 ～ 11：30

場所：長尾ふれあい広場

対象：女性

費用：1,000 円

定員：6名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより　

②心理学を使った人間関係がすんなり改善される講座

日時：8月 3日（水）9：30 ～ 11：00

場所：男女共同参画センター

対象：どなたでも

費用：1,500 円

定員：20 名（先着順）

申込：ホームページ申込フォームより

③ ITAMI ワークショップ＆マルシェ

夏休みの親子向け企画がいっぱいのワークショップ＆マル

シェです。

日時：7月 23 日（土）～ 24 日（日）10：00 ～ 16：00

場所：大阪国際空港　北ターミナル 4階「星の間」

対象：どなたでも

　●お知らせ

●すみれサロン 喫茶

不安な悩み、迷いを抱いているがん患者や家族の方々が、

気軽に話し、語り合うサロンです。

日時：7月 30 日（土）13：00 ～ 15：00

場所：ぷらざこむ 1　しぇあ～キッチン

費用：200 円（飲み物・菓子代）

申込：不要

主催：宝塚がんサポート すみれの会
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　●お知らせ

●悩みごと相談

カウンセリング活動グループ「エルライン」による心理相

談全般。コロナ禍による不安、孤独について話しませんか？

日時　7月 16 日（土）、8月 20 日（土）13：30 ～ 16：30

場所：ぷらざこむ 1

対象：どなたでも

費用：無料　　　　定員：6名（要予約）

申込：宝塚ボランタリープラザ zukavo

主催：エルライン

　●お知らせ

●おもちゃ診療所

壊れたおもちゃの修理をします。

日時　7月 24 日（日）、8月 28 日（日）

　　　13：00 ～ 14：30

場所：ぷらざこむ 1　　　対象：どなたでも

費用：無料（材料費がかかる場合は実費）

申込：不要　※直接会場にお越しください

主催：おもちゃ診療所

　●お知らせ

●オンラインレクリエーション

日時：7月 15 日（金）13：30 ～　脳活性化ゲーム（予定）

　　　※ 8月はお休みです

ZOOM ID：603 990 4739　　　Pass：865001

※招待ＵＲＬをご希望の方は、メールにてご連絡ください。

申込・問合せ：宝塚ボランタリープラザ zukavo

　　　（0797-86-5001、avolun@nifty.com）

　　　または、二次元コード

主催：たからづか障害者応援プロジェクト

4月1日～5月31日まで

　相談　依頼件数

　　　‥‥94件（うち終了分 83件）

● LINE 公式アカウント始めました！

ボランティア募集や

イベント・講座など、

ボランティア活動セ

ンターからの楽しい

情報を発信します。

ぜひご登録ください。

●フードドライブ＠たからづか ボックス設置日

【ダイエー、グルメシティ、ＫＯＨＹＯ】

　7月 18 日（月）～ 24 日（日）、8月 15 日（月）～ 21 日（日）

【ぷらざこむ１】月～土 9：00 ～ 17：00

【宝梅ハウス】毎週水曜日 13：30 ～ 16：00

【ごてんやまハウス】第 2火曜日 10：00 ～ 12：00

【あいえる逆瀬 Work】月～金 10：00 ～ 16：00

【総合福祉センター】月～土 9：00 ～ 17：30

【ラ・ビスタよりあい広場】

　月～金、第 1・3日曜日 13：00 ～ 16：00

【高松診療所】月〜金　9：00 〜 17：00

【良元診療所】月〜金　9：00 〜 17：00

【高司会館】

　毎週火曜日 9：00〜 11：30　第 1金曜日9：00〜 14：00

ご協力お願いいたします。

ボックスを設置してくださる場所も大募集しています。

●フードドライブ報告　4月〜 5月分

　回収　256.9kg（912 品）　提供 32 団体（延べ）

　ご協力ありがとうございました。

　●お知らせ

宝塚社協ボランティア活動センター

LINE →

　●お知らせ

「今号のこの記事に興味があります！」「こんな情報を掲載

してほしい！」など、みなさまの声をお寄せください。ご

協力お願いいたします。パソコンからも OK。

アンケート用紙でご回答いただける方は、宝塚ボランタ

リープラザ zukavo までお越しください。

●「みんなボランティア195号読者アンケート」

宝塚社協　ボランティア

　今年もカレンダーでは歳月は半分を過ぎようとしていま

す。昔から云われていますように“光陰矢の如し”ですね。

これからやってくる半年を心して迎えましょう。さて、本

題に入ります。

　最近、マスコミを賑わすプロフェッショナルとは、どん

な場面にあっても、ベストの判断をできる人である。そん

な人になれるかな？

　気分を変えて ･･･。空一面、雨雲が広がり涼を呼ぶのはい

いのですが、うっとうしいですね。

　さて、年令を重ねて身につけて良いのは、座禅、彫刻（手

先の器用さ）、謡曲など“しぶい”ものです。幸せは、使い

はたすものではなく、貯めておくものです。どれだけ貯め

ているかな！最後に、今現在気をつけておくことは、都会

で走る自転車（歩道上）です。我が物顔で急ぐ自転車には困っ

たものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOHOHONJIN


