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 吉祥寺西コミュニティセンター分館（吉祥寺本町4-10-7） 会 場 

ゲスト  ☆武蔵野市福祉公社 権利擁護センター職員 

 ☆専門職後見人 酒井 陽子さん（社会福祉士・介護福祉士） 

１ 

対 象  シニア世代の男性・女性 

参加費  講座は無料。交流会に参加される方は500円 

定 員  先着40名（要申込） 

申 ・ 問 

権利擁護 について 

学 ぼう 
「サービスを受ける・受けない」などの判断が自分一人では難しくなったときに利

用できる制度について、専門家にお話を伺います。また、そういった方々を支える

ために何ができるのでしょうか。 

「利用する・伝える」など、自分なりに制度との付き合い方を考えてみませんか。 

12月12日(土) 

14：00～16：00 

 VCM（右上参照） 

プ ム ロ グ ラ 

 14：00 ～ 講座 
  専門家同士のインタビュー形式に 

  よる講座です 

 15：00 ～ 交流会 

「家族・友人が心配…」 

「何か自分にできることはあるかな？」 

そのような考えをお持ちの方、 

お待ちしています！ 



▲座学の様子 

 コーヒー豆の産地などの豆知識が満  

 載！メモを取るのに大忙し 
２ 

 
  
 ＜参加した方からのメッセージ＞ 

 ●講師の説明がとても分かりやすかったです 

 ●何気なく飲んでいるコーヒーについてもっと知りたくなりました 

コーヒーをおいしく淹れるために必要な「一手間」があります ▼ 

 

障がいのある方の交流やつながりづくりのために、東京都個

人タクシー組合武三支部にご協力いただき、③ドライブレク

リエーションを行いました。①・②はそのための事前学習講

座です。 

 
① 9月14日（月）10：00～12：00 参加者：12名 

  座学 「こころの色」 

② 9月19日（土）13：30～16：30 参加者：26名 

  座学 ゲートキーパー養成講座 「こころといのちを見つめて」 

③ 10月5日（月）  8：00～17：00 参加者：59名 

  ボランティア体験 「ドライブレクリエーション」 

ボランティア入門講座 

こころのボランティア 

①「良くない関わり方」のロールプレイ 

 を見て、気付いたことを発表しました。 

③山梨県甲州市勝沼「ぶどうの丘」 

 にて、バーベキューを行いました。 

 和気あいあい！ ②「なぜ自死を選ぶのか」についてお話   

 を聴き、相手の気持ちを受け止めるこ  

 との大切さを学びました。 

11月14日(土) おとぱサロン 

コーヒーのおいしい淹れ方 

次回開催をお

楽しみに… 



ボランティア募集 
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継続 
No.４８５１ 
 

 子どもの見守り・遊び相手 
 

[内   容] 子どもと一緒に遊ぶ、教材の準備など 

[対 象] 発達に遅れや偏りがある3～5歳児 

[活動日]  月～金曜９：３０～１４：００ 

[場所＆依頼] こども発達支援室ウィズ 

[依頼＆場所] （緑町2-6-8） 

[募 集] ５名程度 

[備   考] ● 活動日・時間については応相談 

[備   考] ● 19歳以上（学生可） 

[備   考] ● 動きやすく汚れてもいい服装、運動靴 

[備   考] ● 更衣室・ロッカーあり 

[備   考] ● 交通費あり（実費支給400円まで） 

[備   考] ● 一日活動の場合、食事券の支給あり 

継続 

No.４９６７ 

 高齢者への俳句指導 
           

[活動日] 水曜以外13：00～14：45 

[場所＆依頼] 三鷹中央リハケアセンター 

[場所＆依頼] （三鷹市下連雀9-2-7） 

[募 集] ２名 

[備   考] ● 交通費あり（往復の費用実費支給） 

[備   考] ● 駐車場及び控え室あり 

[備   考] ● 学生可 

継続 

No.４８３３ 

 子どもへの 

    絵本の読み聞かせ 
 
           

[活動日] 不定期 

[場 所] 南町コミセン・本宿コミセンなど 

[募 集] 若干名 

[備 考] ● 子どもが好きな方、本が好きな方、 

[服 装]    読み聞かせをしてみたい方、歓迎！ 

    ● 学生歓迎！ 

[依 頼] ＮＰＯ法人 ぐーぐーらいぶ 

継続 

継続 

 

 高齢者施設の 

    ボランティア募集！ 

 

[依頼＆場所] さくらえん デイサービスセンター  

      （桜堤2-8-31） 

[ 対 象 ] 高齢者 

[活 動 日] 月～土曜13：00～16：00の中で 

[活 動 日] 応相談 

※ 動きやすい服装、学生可 

  詳細は、以下№4969・4970・4971参照 
 

No.４９６９ 

 習字の指導 
 

[募 集] １名 

 

No.４９７０ 

 ピアノ演奏と歌の補助 
 

[募 集] １名 

 

No.４９７１ 

 おやつ配膳などのお手伝い 
 

[募 集] ３名 

継続 

特に表記のないものは… 

交通費：自己負担 駐車場：なし 食事：なし 

募集：男女問わず 雨天：実施  となります。 

掲載している以外にもたくさんのボランティア活

動があります。関心のある方はお気軽にＶＣＭ 

(１面右上参照)までお問合せください。 
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内  容 日  時 

① 
12月10日（木） 

14：00～16：00 

 ■サンタになりきる！ワークショップ 

  サンタになるための気持ちづくりをします 

  実際に衣装を身に付けてサンタになりきりましょう 

  講師：滝野 洋平氏、里中 海奈氏（劇団員） 

 ■体験に行くグループに分かれて計画を立てる 

  体験先によって、サンタボランティアに求められる内容は 

  少し異なります 

  活動時に、グループでできることを検討します 

 

② 
12月18日（金）    

12月18日（金）   など 

 ■ボランティア体験 

  市内の高齢者・児童施設や団体のイベントに参加して 

  プレゼントを渡します 

 

会 場 ： ① 武蔵野プレイス（境南町２-３-１８）スペースE 

        ② 高齢者・児童施設、市内コミセン など 

定 員 ： １０名 

参加費 ： 無料 ※別途ボランティア保険（３００円）の加入が必要です 

対 象 ： 武蔵野市内でのボランティア活動に興味がある方（定年前後の男性大歓迎！！） 

申・問 ： 電話・FAX・Eメールのいずれかで、①氏名（ふりがな）②住所 ③電話番号 

      ④年齢 ⑤「サンタボランティア受講希望」と明記し、VCM（1面右上参照）まで 

No.４９７５ 

 障がい児・者の水泳 

 （補助・見守り） 
           

[活動日＆場所]  

● 第２土曜 9：00～11：00（１・８月は休み） 

● 武蔵野市民プール（吉祥寺北町5-11-33） 

● 第４土曜 9：10～11：00（３・１２月は休み） 

● 第４中学校プール（吉祥寺北町5-11-41） 

[募 集] 各２名 

[備   考] ● 交通費あり ● 水着持参 ● 学生可 

[依 頼] 武蔵野市障害児水泳クラブいるか 

継続 
No.４９７７ 

 知的障がい者との 

       スキー（補助） 
           

[活動日] 1月24日または2月14日 

[活動日] どちらも日曜（19：00解散予定） 

[集 合] 7：45 武蔵野市クリーンセンター前 

[集 合] または 

[集 合] 8：15 三鷹駅北口日生ビル前集合 

[場 所] 大泉清里スキー場 

[場 所]（山梨県北杜市大泉町西井出8240-1） 

[募 集] 各４名 

[備 考] ● 貸切バスにて移動 

[備 考] ● スキーウェア、スキー板を 

[備 考]   お持ちの方希望 

[備 考] ● スキー板のレンタル可 

[備 考] ● 昼食あり ● 学生可 

[備 考] ● 両日参加も歓迎 ● 大雪の場合中止 

[依 頼] スポーツクラブジャンプ 

単発 

 ～ＶＣＭからのお知らせ～ 

 ボランティア活動に関する 

 不安や疑問、悩み事などございましたら 

 お気軽にＶＣＭまでご相談ください。 

 活動の感想もお待ちしております！ 



 

 サークルジャンプ・モモの会 

代表 ： 高橋 良恵 
 平成14年4月、武蔵野市在住の学齢期の障がいを

もった子どもたちが地域で余暇活動を行う目的で活動を

始め、今年で13年目になります。早いもので子どもた

ちの多くは社会人となり、市内の就労支援事業所に通っ

ています。 

 現在の主な活動は、音楽療法士の先生方と主に社会人

を対象とした音楽療法活動を月に2回、土曜日に行って

います。社会人になっても余暇活動の場が少ない現状で

は、有意義で貴重な休日の活動の場となっています。地域でこのような活動ができることに、親

子共々幸せを感じています。また活動には歳末たすけあい募金などの寄

付金による助成も大きな支えとなっており、皆さまに心より感謝申し上

げます。 

 障がいをもった子ども達の保護者が運営している自主グループなの

で、将来の運営方法を常に模索していますが、音楽療法活動は大人に

なってもできる活動なので、地域で息の長い活動を続けられるようにこ

れからも頑張りたいと思います。どうか今後とも 温かく見守っていただ

きますようお願い申し上げます。 
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 会場：市民社協会議室（吉祥寺北町1－9－1） 

 書初め会 
新春 

ボランティア役協力者募集  
平成27年度 防災ボランティア訓練 

 市民社協は重大な災害時に、市と協働で災害ボランティアセンターを設置します。センター設置後の活動を

円滑に行えるように、毎年１月、災害ボランティアセンター設置訓練（防災ボランティア訓練）を関係団体と

合同で実施しています。 

 ボランティアを受入れるための訓練には、ボランティア役をしてくださる方が不可欠です。ボランティア役

としてご参加いただき、ボランティアの受付から活動に出発するまでの流れを通した、防災ボランティア訓練

へのご協力をお願いします。 

会  場 

平成２８年  １ 月 １6 日（土） ９：0０～１２：００ 
武蔵野市民文化会館（中町3‐9‐11）  

申  ・  問 ①電話 0422-23-0701 ②FAX  0422-23-1180 ③メール shimin@shakyou.or.jp 

①～③のいずれかの方法で、「防災ボランティア訓練参加」と明記のうえ、 

氏名・住所・電話番号をお知らせください。 

お
と
ぱ
サ
ロ
ン 

平成２８年  １月  9日(土) 14：00～16：00 
※後半部は新年会を予定しています 

 対象：シニア世代の男性・女性 

 定員：15名  参加費：無料 

 持ち物：書道用具（お持ちの方のみ） 

 申・問：VCM（１面右上参照） 

新年の抱負 今年の一文字
 
新たな挑戦 

締  切 平成28年 1月 8日（金） 



６

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満 

 

編 集 後 記 
 

2015年も 

残り少なくなりました。 

2016年も 

よろしくお願いいたします。 

運営委員の活動日記 

 
開所時間  ☆住所・連絡先は１面をご覧ください 

月～土曜 

 ９時～１７時 ※日・祝日は休み 
 

アクセス 
徒歩：ＪＲ中央線・吉祥寺駅より１０分 

 

 

バス： 

★吉祥寺駅方面より「武蔵野八幡宮」（地図 ○A  ） 

 下車 徒歩２分 

★桜堤・関前方面より「武蔵野八幡宮」（地図 ○B  ） 

 下車すぐ 

★ムーバス：北西循環「八幡前」下車 徒歩２分 

取材・文 : 内藤 久満 

 パソコンで情報を得る手段が常識となって

いる現在、この情報化社会に取り残されがち

な高齢者にパーソナルコンピューター(以下 

PC)の使い方を教えるボランティア活動をされ

ている方々がいます。今回はそのひとりであ

る中山さんにお話を伺いました。中山さん自

身は、働いていた時代からコンピューターに

親しんで来られて、25年ほどのキャリアを持

つベテランです。仲間内からは「パソコン部

長」と親しまれています。 

 “パソコン学習会”は、毎週日曜日に吉祥寺北コミュニティセン

ター（以下 北コミセン）で開催しています。内容はインターネット・Ｅメール・ワード・エクセルの実習です。カ

リキュラムのなかには「バスで行くデジカメ撮影会」があり、撮った写真をPCに取り込みプリントアウトして、北コ

ミセン文化祭で展示するというユニークな活動もあります。１０名のインストラクターの方が勉強会を開いて、お互

いに切磋琢磨しながら活動を続けられています。また、中山さん自身は、他にも北コミセンの広報誌発行やイベント

の企画・運営の活動もされているとのことでした。 

 中山さんにとってボランティアとはなんですか？と伺ってみました。すると「地域の方々と交流を図るための務め

を担うと同時に、自分自身が少しでも外に出る楽しみのひとつ」でもあると仰られま 

した。さらに“ボランティアは楽しく思わなければ出来ない”というお言葉に、とて

も共感いたしました。 

ボランティア   

活躍の場から 
     ＶＯＬ．５９ 

中山 紀男
の り お

 さん 

“パソコン学習会” 

ボランティア 

４コマ☆ボランティア 

 

 

パソコン部長の学習会 

とある日の吉祥寺ホーム７時間 ○月×日（金） 

 時計の針が９時を回る。繕い物のボランティア４人がボランティア控室に集ま

り、すこし遅れて洗濯物を畳むボランティアがランドリー室で活動を始める。 

１０時を過ぎると、気功クラブ・書道クラブに関わるボランティアがその準備を

始める。11時半には、配食ボランティアを乗せた配食車が出発し、帰ってくる

頃には午前のボランティアが、「わだん苑（地域開放食堂）」で活動をふり返っ

ている。 

 午後１時過ぎ、コーラスクラブがピアノの周りに机や椅子を並べ、カラオケボ

ランティアがデイ利用者に曲のリクエストを聞き始め、やがてクラブが始まる。

特養では、見守りボランティアがご利用者の為にお話相手や補水、前庭へ散歩の

ご案内。３時になると、デイではレク活動を終えたボランティアが、お茶とお菓

子を配っている。３時半、活動を終えたボランティアが、三々五々わだん苑に集

まってくる。ご利用者に楽しんで頂けたことによる満足感で、美味しそうにコー

ヒーを飲まれている。時計は４時。今日もボランティア活動が無事に終わった。 

 ご利用者の人生、ボランティアの人生、職員の人生が交差した７時間は、

「NHKドキュメント７２時間」に劣らない物語が紡がれているはず・・・。 

 地域の皆様、ボランティアの皆さま、今日も１日ありがとうございました。 

 ＶＣＭ運営委員 本木弘子 
日々の日記は「吉祥寺ホームボランティア日記」 

で検索！ 


