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災害とドローンにどんな関係が？

台風21号で活躍のドローン写真

災害対応のためのドローン講習会レポート

2018年台風21号の上陸で、屋根の瓦が飛んで雨漏りした家がたくさんありました。
そこで活躍したのがドローンです。依頼のあった家でドローンを飛ばし、被害状況の
わかる映像を撮影しました。それまではボランティア活動の当日に屋根の被害を確
認してからブルーシート張りをするため、時間がかかっていました。しかし、ドローン
で事前に被害状況を確認できているので、スムーズに作業ができるようになりまし
た。それだけでなく、被害状況が大きい家を優先できました。

台風21号の時にボランティアでドローンでの撮影に協力してくれた方が、災害対応のた
めのドローン講習会の講師です。その方は<NPO法人　RCレスキューベンジャミン隊　
森本さん>です。森本さんはドローンを使った現役の撮影のプロで、ドラマや映画の空撮
をしています。仕事の入っていない時に福祉センターで月5回程度講習会を開いていま
す。この講習会は発災時に被害家屋などの撮影に協力してくれるボランティアを養成す
るため、無料で実施しています。森本さんは迅速な対応ができるように「災害時、中学校
区にひとりドローンを飛ばせる人を」を目標にして、指導しています。

取材をした私もドローンを飛ばしました。森本さんは「親指2本で操縦できる、ド
ローンは難しくない」と何度も言われますがとても難しかったです。確かにレバーを
親指2本で操縦するだけではあるのですが、上昇、下降、前後左右、旋回…と目的地
まで飛ばそうと思ったら考えることはいっぱい。また、レバーを少し倒したつもりで
も勢いよく動き出してしまうこともあり、とても慎重な操作が必要でした。旋回をし
た後にドローンの正面が分からなくなったり、左に動かすつもりが違う方向に進んで

しまったりと、慣れない操作に苦戦しました。今回は福祉センターのアリーナで飛ばしましたが、実際に屋根を確
認できる高さまで飛ばすとなると風などもあり、もっと難しそう。森本さんや受講生の方は慣れた手つきでドロー
ンを飛ばしていました。自分の意のままにドローンを操作することができ、それが誰かを助ける社会貢献にもつな
がると思うと面白いなぁと思いました。

災害時、中学校区にひとりドローンを飛ばせる人を

飛ばしてみました

岸和田で災害があったときに何か手伝えたら…と思ってくださった方はドローン講座を岸和田で災害があったときに何か手伝えたら…と思ってくださった方はドローン講座を
受講してみませんか？いつでも気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。（事務局　北田）受講してみませんか？いつでも気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。（事務局　北田）

問合先　ボランティアセンター　TEL　072-430-3366　メール　vc@Kishiwadashisyakyo.onmicrosoft.com

　編集会議がざわついている。
　4月1日発行92号に特集したフリースクール「ココまな」の記事に
反響あり。「ココまな」のお手伝いをしたいと申し出を頂いた。運営
スタッフの誕生、代表土居さんの笑顔が見えるよう。
　当方も若いメンバーが新しく加わり、意見交換も活発になりまし
た。取材にも力が入りました。今号もボランティアの方々とそれを必
要とされている方々の橋渡しになるような紙面づくりを！

（編集委員　中川）

編集後記

　2つのＮＰＯ法人の「ところ（大
阪市）」と、「ここからＫit（岸和田
市）」が令和４年５月から子どもの居
場所をオープンしました。
　おうち以外で気軽に過ごせる「と
ころ」「ここにいてもいいんだ」と思える居場所づくりを目
指しています。

対　象　学校に行きづらい小学生・中学生
内　容　宿題や学習のサポート、工作や簡単クッキング等　
活動日　第4土曜日１１時〜１５時　
場　所　岸和田市野田町１丁目8-8ころころはうす
問合先　072-477-4776 （ここからＫit）

開催日　8月20日（土）10時~16時　
会　場　福祉センター　３階　大会議室
内　容　グループの発表 ＋ 会場のみんなと一緒に踊ろう！
　　　　アート展同時開催
参加費　無料
持ち物　タオル、のみもの、動きやすい服装・くつ
＊障がいの有無問わず、
　だれでも参加可能
＊感染対策のご協力を
　お願いいたします。
＊状況により開催中止と
　なる場合もございます。
お問い合わせ　Dance free・DAIJOB GOODJOB
　　　　　　　090-9057-6616　椎山

開催日　8月20日（土）14時〜16時　
会　場　福祉センター

　子ども食堂×学習支援など子どもを中心において、様々な
活動が連携しています。
　今回は活動実践を聴き、参加者全員で我が街にあるたく
さんの力を結集して、より連携協働を進め新たな活動へと
発展していくことを考えていきます

※ 感染症の流行状況により中止となる場合があります。あら
かじめご了承ください。

問合先　ボランティアセンター　072-430-3366

　「岸和田バリアブレイクプロジェクト」は、車いすユーザー
や赤ちゃん連れの人も岸和田祭を楽しめるよう、多機能トイ
レや休憩場所、段差などの情報マップをつくっています。今
年は学生と一緒にマップをつくります。車いすユーザーの視
点でまちを歩きませんか？

日　　時　7月16日（土）10時〜12時30分
集合場所　福祉センター　
詳細、申込はQRコードから
問 合 先　072-493-7378（自立生活センター・いこらー）

日　　時　8月31日、9月7日、9月14日（毎週水曜日）
　　　　　13時〜16時　
対　　象　傾聴ボランティアに関心があり、
　　　　　全日程参加できる方（初日は必須）
定　　員　20人（先着順）
参 加 費　200円（資料代）

日　　時　9月2日(金)、9月9日(金)　
　　　　　いずれも14時〜15時30分　
対　　象　ボランティア活動に関心があり、障がい者の
　　　　　観光（外出）支援ができる18歳以上の人
定　　員　20人（応募多数の場合は抽選）
参 加 費　200円（資料代、保険代）

テーマ

ココララボボララ

Dance conventionが名前と内容を変えて今年も開催！

子どもと繋ぐ　地域の輪

Da Da DaDa Da Da
DanceDance

（だれでも・だいじょぶ・だいすき・だんす）（だれでも・だいじょぶ・だいすき・だんす）

傾 聴 ボ ラ ン テ ィ ア 講 座

観光（外出）支援ボランティア講座

夏休みの宿題や、学校の課題研究に最適！

車いすユーザーと車いすユーザーと
　まちのバリアフリーチェック　まちのバリアフリーチェック

〜〜相手に寄り添い相手に寄り添い
　お話を聴くコツ、学びませんか？　お話を聴くコツ、学びませんか？

岸和田市に観光に来る障がい者や岸和田市内の障がい者の
お出かけを支えるボランティア講座を開催します。

移動式フリースクール ところ

 ここからＫitWith

講座場所　福祉センター
申込締切　8月25日(木)
申込方法　電話または申込フォーム
　　　　　社協　072-437-8854
　　　　  （http://syakyo.or.jp/vc-manabi-koza.html）

市民活動市民活動
ステーションステーション



夏休みに人とふれあう、　新しい体験しませんか？

夏のボランティア体験プログラム
実施期間8月 1日〜 9月 30日

夏のボランティア体験プログラム一覧
No. 種別 施設・団体名

活動場所 受入可能期間 募集人数
（1日あたり） 持ち物 募集 

対象者 支給されるもの 活動内容
名称 交通機関 期間 時間

1 高齢者 やすらぎ東光デイサービスセンター 保健センター 3階 南海岸和田駅から
徒歩 13分

8/1 ～ 9/30
（土・日・祝休み） 8：45～ 16：00 ３人 弁当、動きやすい

服装 小学生以上 − 納涼会を8月に予定しております。活動日が合えば店番等、他の日は
利用者様と会話や業務のお手伝いをして頂きたいと思います。

2 高齢者 デイサービスセンターほっと久米田 ほっと久米田 JR久米田駅から
徒歩 15分

8/1 ～ 9/30
（土・日・祝休み） 8：30～ 16：30 ２人 弁当、動きやすい

服装 小学生以上 − 高齢者のトレ―ニングジムの様なデイサ―ビスです。ハツラツとして
いる皆様との会話や簡単なサポ―トをお願いしたいです。

3 高齢者・
障がい者 ハンドインハンドきしわだ 福祉センター 南海岸和田駅から

徒歩５分
8/1 ～ 9/30
毎週火曜日 13：00～ 16：00 ５人

動きやすい服装、
ＤＩＹに適した服、
長ズボン

小学生以上 − 障がいや高齢などが原因で、手や足が不自由な人の自立のために、そ
の人に合わせて道具を製作するボランティアグループです。

4 子ども食堂 すまいるキッチン 土生町第 3会館 JR東岸和田駅から
徒歩 5分 8/15、9/19

15：30～ 20：00
（時間内で活動可能
な時間）

２人
夕食代 300円、動
きやすい服装、エ
プロン、タオル

高校生以上 −
毎月第3月曜 17時～ 19時 30分の間に子どもの居場所として夕食
提供や配食の活動をしています。コロナが収まれば一緒に遊びたいで
す。

5 子ども食堂 ポカボーキッチン 福祉センター 南海岸和田駅から
徒歩５分 8/2~9/27 毎週火曜日 16：00～ 20：00 ３人 エプロン、三角巾

（大きいハンカチ） 高校生以上 − 子どもたちや地域の人たちの居場所として、食事と交流の場を提供。
調理のお手伝い、子どもたちの遊びや学習の相手などをします。

6 子ども食堂 食堂ほっこり 食堂ほっこり（下池田町） JR久米田駅から
徒歩 10分 8/8、8/22 16：30～ 20：00 １人 調理する場合はエ

プロン 高校生以上 夕食 こども食堂で、お弁当の調理や来場するこどもへの手渡し、また、様
子を伺う声かけなどをします。

7 子ども食堂 たこちゃん家 たこちゃん家(春木南浜町) 南海春木駅から徒歩 15分 8/20、9/10 10：00～ 13：00 ２人 動きやすい服装 高校生以上 昼食 子ども食堂での手作りメニューのお手伝いや行事プログラム、くじ引
きなどの子どもとのふれあいを手伝っていただきたいです。

8 自然環境 蜻蛉池公園夢の森つくり隊 蜻蛉池公園ふれあいの森
南海岸和田駅・JR
下松駅から蜻蛉池
公園前バス停下車
徒歩 8分

8/7、8/28、9/11、
9/25 10：00～ 15：00 ５人 弁当 高校生以上 − 里山保全活動。雑草の刈込作業や竹林の整備作業。8月 7日 (日 ) は

子ども用イベントを実施します。

9 自然環境 蜻蛉池公園夢の森つくり隊 蜻蛉池公園ふれあいの森
南海岸和田駅・JR
下松駅から蜻蛉池
公園前バス停下車
徒歩 8分

8/7 9：00～ 15：00 ５人 弁当 高校生以上 流しそうめん 第 3回ファミリーメイトふれあいの森で遊ぼうというイベントを実
施、竹の水鉄砲づくり、流しそうめん、森中での遊びなどします。

10 児童 みんなの居場所「にこにこ光明」 光明地区公民館
JR下松駅から光明
小学校前バス停
下車徒歩 3分

8/23 ～ 24 13：30～ 16：30 ５人 − 中学生以上 − 放課後子ども教室の夏休み期間中に、希望者が国語や算数等の宿題を
しに来ます。その個別サポートをお願いします。

11 児童 とんぼ文庫 光明地区公民館
JR下松駅から光明
小学校前バス停
下車徒歩 3分

8/4、8/18 9：30～ 12：00 ３人 − 小学生4年生
以上 − 地元の子ども達が立ち寄る公民館の中にある図書室で、本の貸し出し

や本の整理等、図書室業務全般をお願いします。

12 児童 ビスケット 福祉センター 南海岸和田駅から
徒歩 5分 8/6 12：00～ 17：00 ５人 − 高校生以上 − 小学生と一緒に宝石石けん作り等簡単な工作をします！楽しく安全に

活動できるよう、サポートをお願いします。

13 障がい者 DAIJOB GOODJOB 福祉センター 南海岸和田駅から
徒歩 5分 8/20 9：00～ 17：00 １０人 動きやすい服装、

飲物 小学生以上 1日参加者は
昼食

会場の準備、案内、片づけを参加者と一緒に体験し、イベントを楽し
んでください。障がい者との出会い、交わる体験です。

14 障がい者 岸和田支援学校 岸和田支援学校 JR東岸和田駅から
徒歩 5分

8/31　10：00～ 11：30
9/7　9：00～ 11：30 ９人 上履き、動きやす

い服装 社会人 − 岸和田支援学校で肢体に障がいがある子どもと過ごしませんか。1日
目は介助の仕方の講座、2日目は実習で 2日間とも受講下さい。

15 その他 リビングほしがおか 府営荒木住宅集会所
（星ヶ丘町集会所）

南海春木駅・
JR久米田駅から
徒歩 18分

8/1～9/30月・水・金・
日（8/11 ～ 8/15 休
み）

9：00～ 16：00 ５人 上履き、動きやす
い服装 高校生以上 − 地域住民の憩いのたまり場で喫茶のお手伝いです。

16 その他 コラボラ 福祉センター 南海岸和田駅から
徒歩 5分 8/20 13：00～ 17：00 ５人 − 小学生以上 − ボランティア同士の交流会の場づくりのお手伝いです。受付で手指消

毒のサポートや会場設営などしていただきます。

第 93号（2）ボランティアだより岸和田（3）令和４年7月１日発行

（申込フォーム）https://forms.gle/EpghUTebVwiMtm9T9 （問合先）ボランティアセンター　072-430-3366（水日祝休み）9時〜17時

小学生も参加できるプログラムがあります。
この紙面以外にもさまざまなプログラムがあります。詳しくはボランティアセンターへ

申込方法・事前申込制（左記アドレスまたは二次元コードから申込ください。後日担当者から連絡します。）
　　　　・ボランティアセンターへお越しいただき、申込書の記入とボランティア保険 (300 円持参 ) の加入手続きをします。


