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８月３日

人を繋げる架け橋
あらかわボランティアネットワーク

「個人、グループでボランティア
活動をしている方達を繋げる場所で
す」

しょう害のある方・高齢者・子ども等、 人

ナーが行います。歌の好きな方は年齢問わず、

です。

日

どなたでも

練習会は８月８日（月）

日（月）

のお役に立ちたいけど、どうしたら良いか
わからない・・・そんな方達をつなげてい

（月）午後７時から高齢者 セン ター で行 いま

歳 以下 は千 円） 参加

きます。

参加費２千円（

す。

締切り８月５日

９月６日（日）ムーブ町屋

す。これは、被災した時を考 えて 、ウ ォー キ

年 を迎 えま す。 川ユニバーサルウォークも毎 年開 催し てい ま

演奏もあります。参加 費 ２ 千

津軽三味線の星野通映 さ ん の

午後２時～４時、歌声 喫 茶 、

ボラ ンテ ィア とは 、ボ ラン ティ ア活 動 に

円（

歳以下は千円）

ングしながら、公衆電話の場 所の ある 場所 を

この震災で今年は中止とな りま した が、 荒

を作って育てています。

な機会を使って、出会い・協 力し 合え る関 係

あらぼらは、交流会、連絡 会等 、い ろい ろ

29

日本 では 古く より 五人 組・ 町内 会・ 自 治

あらかわ福祉まつりや講演会 、帰 宅困 難者 対

災街歩きです。また、昨年は 川の 手ま つり 、

通し券３千円（ 歳以下は千５百円）

・午後７時～ 名による歌 声チ ャリ ティ コン
サート参加費２千円（ 歳以下は千円）

今年は、先の東日本大震災 の復 興に 少し で

会 ・消 防団 など 地縁 ・血 縁に よっ て強 固 に
ま した 。そ のた め、 外部 から のボ ラン テ ィ

もお役に立てるように街頭募 金活 動を 行い 、

日

ア を広 く呼 びか け受 け入 れる 仕組 みや 必 要

、

荒川区友好都市の岩手県釜石 市等 に、 １回 目
月

性 は少 なく 、ま た地 域で は民 生委 員な ど 無

救援物資として送りました。

れ てい る方 がた くさ んい らっ しゃ いま す 。

さ んの 『か たち 』で ボラ ンテ ィア 活動 を さ

んな方達にもぜひ参加してい ただ き、 舞台 か

は苦手、あまり声を出したこ とが 無い 方、 そ

今まで、コーラスをしたこ とが ない 方、 歌

定員 名、歌唱指導にはプロのボイストレー

歌声は録音して釜石市に送ります。

そういった状況の中で、横のつながりを作っ
ネットワークです。

ら被災地にエールを送りませ んか 。皆 さん の

コンサートをムーブ町屋で行います。

９月６日（火）には、被災地支援チャリティ

『届け！歌声。気持ちを歌声に』

う予定です。

（予定）は、被災地にボラン ティ アバ スで 伺

16

は食料品を２回目は、子供用 春夏 向け 衣類 を

りました。
しか し、 近年 は人 口の 流動 化、 核家 族 化
により横のつながりは薄れてきています。
荒川 には 、ボ ラン ティ アグ ルー プに 所 属
し てボ ラン ティ ア活 動を して いる 方や 、 個

15

て 行こ うと する のが あら かわ ボラ ンテ ィ ア

人 でボ ラン ティ ア活 動を して いる 方、 た く

10

給 で社 会奉 仕活 動を 行う 制度 が以 前か ら あ

チャリティコンサート申込 み・ 問合 せは 、荒

確認したり、危険な箇所を確 認し たる する 防

携 わる 人の こと です 。ボ ラは ラテ ン語 で 志

あらかわボランティアネットワーク （略 して

18

応訓練等を昨年は行いました。

願兵からきています。

あ らぼ ら） は、 来年 で創 立

22

OK

結 びつ いた お互 いの 助け 合い の慣 習が あ り

18

10

手芸ができるけど、楽器が弾けるけど、

100

発行元
東京新聞
南千住東口専売所
℡5850-3699
発行責任者
鬼塚 佳代子
℡090-2657-0300

18

（３８０２）３３８３１
あらかわボランティアネ ット ワー クで は、

℡（３８０２）３３３８

川区荒川ボランティアセンター
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100

あらか わ地 域活 動サ ロン

（火～金曜午後１～９時）

ふらっと・フラット℡（３８９１）８５７１

ませんか。問合せ

一歩前に踏み出して新しい 自分 を発 見し てみ

一人一人が繋がると大きなの力となります。

体３千円です。

会員を募集しております。 年会 費個 人千 円団
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