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ボランティア「３つのあい」 であい ふれあい たすけあい

月 日（土）、よこすかボランティアセンターが主催
15

緊張した面持ちの中にも和やかな雰囲気がありました。

が聞かれました。参加者の中には高校生や大学生もいて、

ア活動を勧めているので親子で参加しました」という声

ことを知るきっかけとなれば」「娘の学校がボランティ

参加しました」「３月に引っ越してきたばかりで地域の

味があり、ボランティアセンターのホームページを見て

受講者に参加した理由を尋ねると、「子ども食堂に興

「横須賀なかま食堂」のボランティア体験を行いました。

何か」の講話を聞き、実際に横須賀猫部のご協力のもと、

ました。参加者８名が集まり、「ボランティア活動とは

このイベントは、コロナ禍により３年ぶりの開催となり

が開催されました。ボランティア活動の入門講座となる

する「令和４年度ボランティア活動体験はじめのいっぽ」

10

ご協力いただいた横須賀猫部代表の平賀さんは、ボラ

ンティア活動について「普段の仕事などの役割と違う中で

のやりがいがあることと、学生にとっては将来につながる

経験になるのでは」と話してくれました。

この日は総合福祉会館の本町コミュニティセンターで

「横須賀なかま食堂」が開催され、 名の事前申込みがあ

です。ボランティアの大事な要素の一つでもある「やって

座ですが、子ども食堂をテーマにしたのは、今回が初めて

コロナ前は毎年開催されていたボランティア活動入門講

理作業の中にも世間話の花が咲いていました。

く調理をしていきます。参加者同士で和気あいあいと、調

ています」と話すボランティア初体験の受講者も、手際よ

をしながら、熱心に調理に取りかかります。「ドキドキし

りました。大量の食材を前に参加者同士で作業のやりとり
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（Ｙ・Ｔ）

楽しいこと」を参加者の顔からうかがうことができました。
横須賀猫部

※掲載内容へのお問合せ ・ お申込みはよこすかボランティアセンターまでお願いいたします。
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おめでとうございます
団体）

神奈川県社会福祉協議会会長表彰
（
ТＨＥ☆すかっ子「ソーラン」
Ｙブリッジ
明るい社会づくり「土筆グループ」
華雅会
国際交流着物グループ「文化の配達人」
サポートホリデイネットワーク
すずらんグループ
ハーラウ・ケ・アオ・マーラマ
矢車草車いすダンス
横須賀開国甲冑隊
横須賀市アマチュア無線非常通信協議会
横須賀美術協会
わんわんわん

（

団体）

神奈川県社会福祉協議会会長感謝
あじさい指の会

横須賀市音訳ボランティアはまゆうの会
横須賀市地域支援赤十字奉仕団
横須賀市点訳奉仕会
横須賀手話勉強会ひまわり会
横須賀要約筆記勉強会「海」

（順不同）

（２団体）

横須賀市社会福祉協議会長表彰
ハイランド２丁目舞の会
クロスロード

ご協力をお願いします
〈材料２～３杯分〉

玉ねぎ１／２個、ベーコン

Ａ（すべてみじん切り）

は、使用済み切手やアルミ缶の収集

よこすかボランティアセンターで
を行っています。

さないよう気を付けて炒める。

し、玉ねぎが透き通るまで焦が

ぎと人参を加えて塩コショウを

で炒め、香りが出てきたら玉ね

① 材料Ａをにんにく、ベーコン

〈作り方〉

粉チーズ、水

サラダ油、塩コショウ、

〈調味料〉（すべて適量）

無調整豆乳約１カップ

アサリ水煮缶（小）、

Ｂ コーンクリーム缶（小）、

にんにく半かけ

１枚、にんじん１／３本、

集めた使用済み切手は、ボランティ
グループ「いとはん」を通じて外国
へ寄付します。アルミ缶は市内の福
祉施設へ寄付します（アルミ缶は浦
賀地区ボランティアセンター、北下
浦地区ボランティアセンターでも回
収しています。近くににお住まいの
方はそちらもご利用ください）。

ボランティア募集
特別養護老人ホーム横須賀椿園
場所 横須賀市太田和２ ３- 内容 施設内の植木の剪定・草とり
日時 ご希望の日時で調整可

②鍋にひたひたの水を入れ蓋を

して、３分蒸し煮にする。③材

ム缶、豆乳を加える。④塩コショ

料Ｂとアサリ缶、コーンクリー

編集委員Мさんの簡単レシピ

ウと粉チーズで味を整え完成。

編集委員コラム

秋だ！皆さんは何を思い浮かべ

ますか。「〇〇の秋」といろいろ

言われます。冬が来る前の過ごし

やすい季節です。

日中外に出ての散歩、いいです

ね、元気に笑顔で腕を振って、人

目を気にせずやってみましょう。

「散歩なら毎日のようにしている」

という方もいるでしょう。気の持

ち方が大切です。義務的に行って

いても楽しくありませんよ。毎日

生活できることに感謝の気持ちで

いると、自然と手を合わせたくな

りませんか。

以前私の所では、ぶどうをハク

ビシンに食べられ、後には種と皮

が落ちていました。目が合っても

ハクビシンはすぐには逃げませ

ん。今年はまだぶどうが残ってい

ます。午前２時～３時の間に音が

すると「あ、ハクビシンだ」と思

います。外を見てぶどうが食べら

朝食にもぱぱっと本格的な味が作

メインの料理のお供や、ランチや

すいこの季節に何かを始めるきっ

めようと思っています。過ごしや

最近私は仏画に興味があり、始

れていないとホッとします。

れます。アサリはシーフードミッ

にしていきましょう。

（Ｈ・Ｏ）

元気を出して、一日一日を大切

かけができるといいですね。
作りスープで身も心も温まります。

ばスープパスタにも変身です。手

クスで代用可、豆乳の量を変えれ

使用ですが、缶詰さえあれば洋風

グルテンフリーで化学調味料不

『手間なし☆コーンチャウダー』

おうち時間を楽しもう

詳細はボランティアセンターまで
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