長崎新聞 2011年12月22日 p．9

紹介されている︒
﹁社会包摂の力としてのボ
ランティア活動﹂の章では︑
た︒
東日本大震災で被災した障害
円子さんは︑人に教える経者をメンバⅠの障害者が救援
験はなかったが﹁仕事は仕事した︑大阪のNPO法人﹁ゆ
から教わる﹂と考え2008め風基金﹂に触れた︒
年︑妻と赴任︒電力が安定し 避難所では障害者囁有のニ
ない現地で︑学生らとソーラーズに応じた支援が受けにく
ーパネルを償った電灯などをいため︑l自宅にとどまった障
開発した︒﹁人の幸福のため
害者を︑障害者のボランティ
に何かをしたいと思ったときアが訪ね︑丁寧にニーズを聞
に︑初めて知識や技術は伝わ
き取り︑親身になって生活を
る﹂という円子さんの
支えたという︒

ンビアの日本人紹介
ボランティア国際年の10周
ィア計画︵UNV︶が初の報告

年を記念して︑国連ボランテ
書となる﹁世界ボランティア
白書﹂を発表した・︒日本人の活
動にも触れながら︑ボランテ
ィアと幸福の関係や︑すべて
の人を排除せずに包み込む
﹁社会包摂﹂の理念など︑活動
の未来像も提示している︒
白書は英文で約120舛−︒
﹁21世紀のボランティアリズ

ム﹂の章では︑国際協力機構

シニアボランティアの円子正早さん（左カ、ら2人目）

︵JICA︶のシニア海外ボ

ランティアとして︑ザンビア
の職業訓練校でテレビやラジ
オの修理法を教えた青森県の
カーステレオ店経営︑円子正
良さん︵64︶が取り上げられ

障害者同士の震災支援も

「世界ボランティア白書」

高知新聞 2011年12月25日

ボランティア国際年の10周年を記
念して︑国連ボランティア計画︵UN
V︶が初の報告書となる﹁世界ボラン

﹁世界ボランティア白書﹂

年︑妻と赴任︒電力が
国連が初の世界白書
安定しない現地で︑学
白書は英文で約闇 を教えた青森県のカー 生らとソーラーパネル
琴︒﹁21世紀のボランテ ステレオ店経営︑円子
を使った電灯などを開
ィアリズム﹂の章では︵まるこ︶正良さん︵64︶
発
した︒﹁人の幸福の
国際協力機構︵JIC が取り上げられた︒
ために何かをしたいと
A︶のシニア海外ボラ
円子さんは︑人に教
思ったときに︑初めて
ンティアとして︑ザン
える経験はなかったが 知識や技術は伝わる﹂
ビアの職業訓練校でテ﹁仕事は仕事から教わ という円子さんの言葉
レビやラジオの修理法
る﹂と考え2008
が紹介されている︒
﹁社会包摂の刀とし
てのボランティア活
動﹂の章では︑東日本
大震災で被災した障害
者をメンバーの障害者

ティア自書﹂を発表した︒日本人の
活動にも触れながら︑ボランティア
と幸福の関係や︑すべての人を排除
せずに包み込む﹁社会包摂﹂の理念な
ど︑活動の未来像も提示している︒

ボ蓼訝矛増野◎発尭健鰹管
国連の「世界ボランティア白書」で紹
介された海外シニアボランティアの円．
子正良さん（左から2人目）

PO法人﹁ゆめ風基
金﹂に触れた︒
避難所では障害者特
有のニーズに応じた支
援が受けにくいため︑
自宅にとどまった障害
者を︑障害者のボラン
ティアが訪ね︑丁寧に
ニーズを聞き取り︑親
身になって生活を享え
たとハう︒

が救援した︑大阪のN

海外、大震災…日本人の活動も細介

乗奥日報 2011年12月22日（11）
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日本人ボランティアも紹介
ボランティア国際年の10周年を記念し

らとソーラーパネルを使った電灯などを開

て、国連ボランティア計画（UNV）が初

発した。「人の幸福のために何かをしたい
と思ったときに、初めて知識や技術は伝わ

の報告書となる「世界ボランティア白書」

U

を発表した。日本人の活動にも触れなが
ら、ボランティアと幸福の関係や、すべ

N
V

ての人を排除せずに包み込む「社会包摂」

の理念など、活動の未来像も提示してい
る。
白書は英文で約120蔓￣。「21世紀のボラ
■▼

が

初

ン妄言≠わ女ムゐ壷右は、高森威力姦痙の
（JICA）のシニア海外ボランティアと
して、ザンビアの職業訓練校でテレビやラ

世

i丘壷壷「丙享萱鮎ん蒜右益振り王ふ去自
円子さんは、人に教える経験はなかった
が「仕事は仕事から教わる」と考え2008年、
妻と赴任。電力が安定しない現地で、学生

る。
「社会包摂の力としてのボランテイア活

動」の章では、東日本大震災で被災した障
害者をメンバーの障害者が救援した、大阪
のNPO法人「ゆめ風基金」に触れた。
避難所では障害者特有のニーズに応じた

界
れた。

る」という円子さんの言葉が紹介されてい

支援が受けにくいため、自宅にとどまった
障害者を、障害者のボランティアが訪ね、
丁寧にニーズを聞き取り、親身になって生
活を支えたという。

∃巨

◇

日

白書は、英語、フランス語、スペイン語
などで発行されているが、日本語版はまだ
ない。

山陽新聞 2012年1月5日

から教わる﹂と考え2008害者をメンバ1の障害者が

ボランティア国際年の10周
﹁21世紀のボランティアリズ ない現地で︑学生らとソーラ
年を記念して︑国連ボランテ
ム﹂の章では︑国際協力機ー
構パネルを使った電灯などを
ィア計画︵UNV︶が初の報 ︵1ICA︶のシニア海外ボラ開発した︒﹁人の幸福のため
告書となる﹁世界ボランティ
ンティアとして︑ザンビアに
の何かをしたいと思ったとき
ア白書﹂を発表した︒日本職
人業訓練校でテレビやラジに
オ︑初めて知識や技術は伝わ
の活動にも触れながら︑ボの
ラ修理法を教えた青森県のる
カ﹂という円子さんの言葉が
ンティアと幸福の関係や︑ー
すステレオ店経営︑円子正紹
良介されている︒
べての人を排除せずに包み込
﹁社会包摂の力としてのボ
さん︵64︶が取り上げられた︒
む﹁社会包摂﹂の理念など︑円子さんは︑人に教える経
ランティア活動﹂の章では︑
活動の未来像も提示してい験はなかったが﹁仕事は仕東
事日本大震災で被災した障

る︒

白書は英文で約⊥20可︒ 年︑妻と赴任︒電力が安定し
救援した︑大阪のNPO法人

良さん︵左から2人目︶

国連の﹁世界ボランティア白書﹂で紹介
された海外シニアボランティアの円子正

海外や震災日本人活動も紹介

風基金﹂の障害者のメンバー︵石︶ら

東日本大震災の被災地支援をする﹁た
ゆと
めいう︒

﹁ゆめ風基
金﹂に触れ
た︒
避難所で
は障害者特
有のニーズ
に応じた支
援が受けに
くいため︑
自宅にとど
まった障害
者を︑障害
者のボラン
ティアが訪
ね︑丁寧に
ニーズを聞
き取り︑親
身になって
生活を支え

人の幸福のために何かを

UNV初の世界ボランティア白書

日本海新聞 2011年12月31日（15）

イア計画（UNV）が初の報告書となる「世界ボランティ
ンティアと幸福の関係や、すべての人を排除せずに包み込

む「社会包摂」の：理念など、活動の未来像も提示している。

海外や震

身になって生活を支え
たという︒

ニーズを聞き取Uヾ親

ティアが訪ね︑丁寧に

者を︑薩害者

に触れた︒
避難所では障害者特
有のニーズに応じ美支
援が受け拉くいだめ︑
自宅にとどまった障害

PO法人﹁ゆめ風基金﹂

が救援した︑大阪のN

動﹂の章では﹂属目本
大震災で被災し美障害
者をメンバーの障害者

の日本人も

ボランティア白書﹂ 白書は英文で約12 でテレビやラジオの修 ﹁仕事は仕事から教わ
に何かをしたいと思っ
0舛−︒﹁21世紀のボラ 痙法を教えた青森県の る﹂と考え2008．年︑ たときにト初めて知識
ンティアリズム﹂
カーステレオ店経営︑妻と赴任︒電力が安定や技術は伝わる﹂とい
では︑国際協力機構︵1
心ない現地で︑学生らう円子さんの言葉が紹
円子正良さん
ICA︶のシニア海外 り上げられた︒
七ツーラーパネルを使介されている︒
ボランティアとして︑ 円子さんは﹂人に教うだ電灯などを開発し ﹁社会包摂の力とし
ザンビアの職業訓練校える経験はなかったがた︒﹁人の幸福のためてのボランティア活

ア白書」を発表レた。日本人の活動にも触れながら、ボラ

埼玉新聞 2011年12月24日（17）

初の世

ノ

ボランテ

イ

大阪のNPO法人﹁ゆめ

のために何かをしたいと
白書は英文で約12Ⅷ 思ったときに︑初めて知
了自書
＼
賢︒・
瓢や技術は伝わる﹂とい
う︑
円喜んの号室が紹介
ィアリズム﹂の章では
訂際協恕勝構︵1﹂CA︶ されているて
のシニア海外ボランティ﹁社会包摂のカとして
﹁ √
︑﹂
感のフ
ボランテーア国際動
年に
の も触れながら
包摂
理念など︑ア活
動
とし
て﹂．ザンビアの職 のボランティア活動﹂の
の未
盛来儀
10周年を記念して︑国連ンティアと幸福暦
像も提示して
業い
訓練校でテレゼやラ
章ジ
では︑東日東大震災で
オの修理法を教えた青
破森
災した障虫暑をメンバ
県のカーステレオ店経
トの障堂暑が救援した︑

された海外シニアボランティアの円子正

ボランティア計画︵UN や︑すべ亡
の人を排除

営︑円子正良さん︵64︶が

取り上げられたぺ 風基金﹂に触れた︒
円子さんは︑人に教え
避難所では障害者特有
る経験はなかったが﹁仕
の
ニーズに応じた支援が
事は仕事から教わる﹂
受と
けにくいため︑自宅に
考え2008年︑妻と赴とどまっ七璧暑を︑障
任︒電力が安定しない
愛現
宕のボランティアが訪
地で︑学生らとソーラー
ね
︑丁寧にニーズを聞き
パネルを使った電灯な
取ど
り︑親身になって生活
を開発した︒﹁人の童
を南
支えたという︒
良さん（左から2人目）

V︶が初の報告書となる

﹁世界ボランティア白書に
﹂包み
せ
ず
を発表した︒日本人込
のむ
括﹁社会

国連の「世界ボランティア白書」・で紹介

京都新聞 2011年12月24日（13）

ボランティア国際年の
考え2008年︑妻と赴
10周年を記念して︑国連 任︒電力が安定しない現
ボランティア計画︵ロN 地で︑学生らとソーラー
V︶が初の報告書となる
パ
ネ
ルを使った電灯など
﹁世界ボランティア白を
書開
﹂発した︒﹁人の幸福
を発表した︒日本人のの
活ために何かをしたいと
動にも触れながら︑ボラ
思ったときに︑初めて知
ンティアと幸福の関係識や技術は伝わる﹂とい
や︑すべての人を排除せ
う円子さんの言葉が紹介
ずに包み込む﹁社会包摂
﹂ている︒
され
の理念など︑︑活潮の未来
﹁社会包摂の力として
像も提示している︒ のボラン︼アィア活動﹂の
章では︑東日本大震災で

白書は英文で約⊥20

HH
琴︒﹁21世紀のボランテ 被災した障害者をメンバ
ィアリズム﹂の章では︑ーの墜暑が救援した︑

国際協力機構︵JICA︶ 大阪のNPO︑法人﹁ゆめ

のシニア海外ボランティ風基金﹂に触れた︒
アとして︑ザンビアの職 避難所では障害者特
業訓練校でテレビ曹フジ有のニーズに応じた支
オの修理法を厳えた青森援が受けにくいため︑自
県のカーステレ軒店経 宅にとどまった障害者
営︑円子正良さん︵64︶
を
︑障害者のボランテ
が取り上げられた︒
ィアが訪ね︑丁寧にニ
︑人に教え ーズを聞き取り︑親身に

円子さんは
なって生活を支えたとい
事は仕事から教わるう
﹂︒
と
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ボランティア国際年の10周年を

記念して︑国連ボランティア計画
︵UNV
﹁世界ボランティア白書﹂
皿畳表した︒日本人電動にも
触れながら︑ボランティアと幸福
の関係や︑すべての人を排除せず
に包み込む﹁社会包摂﹂の理念な
ど︑活動の未来像も提示している￠

白書は英文で約⊥20琴︒．﹁21世

紀のボランティアリズム﹂の章で
は︑国際協力腰檜︵√ⅠひA︶のシ

り上げられた︒
円子さんは︑人龍教える経験はな
かったが﹁仕事は仕事から教わる﹂

レオ店経営︑円子正良さん︵64︶が取

ニア海外ボランティアとして︑ザン
ビアの聴講琵でテレビやラジオ
の修理法を教えた青森県のカトステ

海外・震災で藩臥＼日

と考え才008年︑妻と赴任︒電力

∴社会包摂の力としてのボランテ
ィア活動﹂の章では︑東月杢人震災
で被災した障害者をメンバーの障害

者が救援した︑・︑大阪のNPO法人

﹁阻め風基貧に触れた︒

が安定しない現地で︑学生らと
避ソ
難ー
所では博虫暑特有のニーズに
ラーパネルを使った電灯など応を
じ開
た発
支援が受けにくいため︑自宅
した︒﹁人の幸福のために何に
かとを
どし
まった障害者を︑墜暑のボ
たいと思ったときに︑初めてラ
知ン識
テや
ィアが訪ね︑丁寧にニースを
技術闇伝わる﹂という円子さ聞
んきの
取言
り︑親身になって生活を支え
葉が紹介されている︒
たという︒

︻上︼国連の↓世界ボランティア白書﹂で紹介された海外シニアボラン
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