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日  時 

あなたが活きる地域デビュー！ 

平成２７年 ６月 １４日（日） 

１３：００～１６：３０（受付開始１２：３０～） 

スイングビル 1 1 階 レインボーサロン 

（ＪＲ武蔵境駅北口 徒歩２分） 

第 

回 １６ 

主に定年前後の男性【女性も歓迎！】 

５０名 （申込順） 参 加 費 ５００円 

プログラム 

定  員 

場  所 

対  象 

●地域活動団体紹介 

  パネル展示などによる団体紹介 
 

●地域で活躍するボランティア 

  炎のピアニスト 西村 誠 氏（ＶＣＭ活動会員） 
 

●交流タイム・懇親会 

  地域デビューに向けた参加者同士の交流 

「お父さんお帰りなさいパーティ（愛称：おとぱ）」は、主に定年前後の男性に、第２の人生の生きがい

を見つけてもらうことを目的に開催しています。 

当日は、ボランティアや福祉、趣味、環境、国際関係など、地域でさまざまな活動をしている団体をご紹

介します。自分にピッタリな活動を探しに、ぜひお越しください！ 

 脳 
７月のおとぱサロン 

 ７月 １ １ 日（土） １４：００～１６：００ 

  トレで認知症予防 

 会場：市民社協会議室（吉祥寺北町１－９－１）  

 対象：定年前後の方など、どなたでも！（女性も歓迎♪） 

 定員：２５名（申込順） 参加費：無料 

 問・申：電話・ＥメールでＶＣＭ（右上参照）まで 
     ※ 申込みの際は、氏名・住所・連絡先をお知らせください 

参加型のゲームをとおして楽しみながら予防法を学びましょう！ 

認知症を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。 

※「あかるく」「あたまを使って」「あきらめない」 

  認知症予防３Aゲーム(増田式)をもとに構成されたゲームです 

申・問 電話・ＥメールでＶＣＭ（右上参照）まで ※ 申込みの際は、氏名・住所・連絡先をお知らせください 

内容 

 ★ 全員参加！脳活性化ゲーム 

 ★ 地域で活動する団体について 

 ※ 認知症における武蔵野市の現状について 

   市・高齢者支援課からのお話もあります 



２ 

 

藤村女子中学・高等学校 

武蔵野まごころ連 

アメ細工 海宝さん 

武蔵野ブラショフ市民の会 

サニーママ武蔵野 

Cafe 黒丸屋 

 ボラカフェ運営スタッ   
  フとしてご参加いただ 
  いたみなさん、お越し 
 いただいた皆さん、 
 本当にありがとう 
 ございました。 
 運営側もびっくり！！の 
 約１００名の方々に 
お越しいただきました。 
また来年お会いしま 
しょう・・・。 

暑かったですが、たくさ

んのお客さんが来てくだ

さり参加して良かったと

思います。ありがとうご

ざいました。 

これからも飴細工をとお

して、少しでもみなさん

に喜びを与えることがで

きればと思います。みな

さんに感謝いたします。 

ＶＣＭに関わる方々とお会

いでき、とても貴重な経験

となりました。楽しみなが

らスタッフとして参加する

ことができました。 

楽しそうに過ごすみなさんを

見て、地域の輪を感じること

ができました。この温かく力

強い輪が地域全体に広がり、

私たちもまたその一端を担え

ればと改めて感じています。 

いろいろな笑顔や、会話を生む

一杯のコーヒー！これからも大

切にいれていきます。またどこ

かでお会いしましょう。 

成蹊大学学生ボランティア本部

自分達が普段部活動で頑張っていることを発表し、地域

の方々とも少しですが交流することができました。とて

も楽しい経験でした。今後も多くの場面で多くの人と関

わっていきたいと思います。 



ボランティア募集 

 

 夏祭りボランティア 

           募集！ 

[依頼＆場所] 

 吉祥寺ナーシングホーム 

（吉祥寺北町２－９－２） 
 

[活動日] ８月７日（金） 
 ※ 夕食あり、法被貸与、学生可 

   詳細は、以下№4893～4896参照 

 

No.４８９３ 

 神輿担ぎ    
 

[活動時間] １３：３０～１６：３０ 

[募 集] 男性１０名 

[備 考] ・可能な方は「夏祭り第二部（１７：００ 

     ～２０：００）」で会場係・ゲーム係など 

     に参加 

 

No.４８９４ 

 駐輪場の整理    
 

[活動時間] １６：００～２０：３０ 

[募 集] 男性２名 

 

No.４８９５ 

 会場の手伝い    
 

[内  容] ① 模擬店、② ゲーム、③ 会場係り、 

④ 受付、⑤ 駐輪場、⑥ 写真撮影 

施設ボランティアさん・職員とペアで活動 

[活動時間] １６：００～２０：３０ 

[募 集] １０名 

 

No.４８９６ 

 余興の披露 
 

[内  容] 「第二部（１７：００～２０：００）」に 

     て櫓上での余興の披露 

[活動時間] １５分～３０分で相談 

[募 集] ２団体（１団体につき～８名まで） 

[備 考] ・交通費あり（５０００円まで） 

単発 

 

 高齢者施設の 

    ボランティア募集！ 

 

[依頼＆場所] 岡田さんち 

（吉祥寺東町２－３３－５） 

※ 交通費あり（５００円まで）、学生可 

  詳細は、以下№4885・4887・4891参照 

 

No.４８８５ 

 昼食後の片付け・清掃 
 

[内  容] 昼食で使用した食器洗い（１２名分程度）、 

調理室の清掃 

[活動日] 月～金曜１３：００～１４：３０ 

    （盛り付けから活動できる方は１１：３０） 

[募 集] １名 

 

No.４８８７ 

 レク活動の指導・補助 
 

[内  容] 利用者（８名程度）への活動指導・補助 

[活動日] 月～金曜１３：３０～１４：４５ 

[募 集] １名 

 

No.４８９１ 

 演芸の披露 
 

[活動日] 月～金曜１３：３０～１４：４５の間 

[募 集] 大人数での活動は不可 

３ 

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。 

武蔵野市、三鷹市 

継続 



No.４８９９ 

 デイキャンプの手伝い 
           

[内  容] 障がい者の方とのデイキャンプ 

    ・カレー作り 

    （マキ割り、火おこし、飯ごう炊さん） 

    ・スイカ割り、盆踊り、花火の手伝い 

[活動日] ８月３０日（日）１４：４５～２０：００ 

[場 所] 延命寺境内（八幡町１丁目） 

[募 集] ４名 

[服 装]  デイキャンプができる身支度（長ズボン着 

用、スカート・サンダル不可、上着は 

     半袖可） 

[備  考] ・学生歓迎 

    ・あれば軍手、食器セットを持参 

    ・食事あり 

    ・交通費あり（吉祥寺駅・三鷹駅から第五小 

     学校までの往復運賃） 

[依 頼] スポーツクラブジャンプ 

単発 
No.４８９２ 

 保育補助 
           

[内  容] 親子カフェで親御さんがペアトレを受け 

    ている間、保育室にてスタッフと一緒に保 

    育を行う 

[活動日] ６月１３・２７日、７月１１日 

     １０月１７・３１日、１１月１４・２８日 

     １２月５日 １０：００～１２：００ 

[場 所] 親子カフェ 

    （杉並区下高井戸１－４０－８ ２Ｆ） 

[募 集] 各活動日につき２名 

[服 装] 清潔であれば可 

[備  考] ・交通費あり（１０００円まで） 

    ・学生可 

[依 頼] ＮＰＯ法人ＳｏｍＬｉｃ 

単発 

① 講 座 

 チャレンジ☆ボランティア 

② 実 習 

 夏！体験ボランティアのボランティア体験・報告会に参加（詳細は５面参照） 

定 員：２０名（先着順） 問・申：詳細は、VCM（１面右上参照）まで 

４ 

 ７月２３日(木)・２４日(金)・２５日(土)  

 １０：００～１２：００ 
日  時 

対  象  武蔵野市在住の小学２年生～６年生 

 ２日以上出席できる方  

参 加 費  無料  ２０名 定  員 

締  切 

  手話であいさつや自己紹介をしたり、歌をうたったり、 

  楽しく学んで耳の聞こえない方との会話を始めてみませんか 

 ７月８日（水）必着  ※定員を超えた場合は、抽選となります 

 夏休み子どもボランティア手話教室 

場  所  市民社協 会議室 （吉祥寺駅から徒歩で約10分）  

申込方法  往復はがきに ①住所 ②氏名（ふりがな）③電話番号 ④学校名 ⑤学年を記入して 

  ＶＣＭ（１面右上参照）「こども手話教室」担当 まで 

日  時  ６月２７日（土） １３：００～16：30 

「ボランティアってどんなことをするの？」              

これからボランティアをはじめたい方のために 

ボランティア入門講座「チャレンジ☆ボランティア」を 

開催します   

講  師  栗田 充治先生（亜細亜大学教授）、高齢・障がい・児童分野から施設職員の方３名 

 ●ボランティアとは？ ボランティアに臨む心構えやマナーについて 

 ●高齢・障がい・児童の各分野の施設職員より利用者と接するうえでのポイント、 

  気をつけてほしいこと、ボランティア実例紹介 など 

内  容 

内  容 



  

 M's Garden みどりの食しん坊 

代表：石井 和子 
 

 八幡町の住宅街にある市立公園「緑の創作園」（八幡町３-２）

は八幡町コミセンの近くにあります。２００１年に開園し、荒れ地

の開墾から始まった活動は15年目を迎えました。現在１３名で、

毎週火曜日の午前中に活動しております。ハーブや果樹を始

め、クリスマスローズなど、ほとんどを無農薬で栽培しており、

一年中楽しめる公園を目指しています。 

 また｢緑の発信基地」を目指して年に一度、５月に開催してい

るオープンガーデンでの市民の皆さまとのふれあいもメンバー

の喜びです。今年もハーブ

ティーやハーブケーキ・ハーブ苗・花苗・種のプレゼントをご用意しました。活

動に関心のある方は直接、現地にいらしていただくか、またはVCM（１面右上

参照）までご連絡ください。楽しく草木と過ごす時間を共有しましょう。 
【代表からの一言】 

今年のオープンガーデンも２００名を超える多くの市民の皆様にいらし

ていただき、１５周年という大きな節目を迎えることができました。あり

がとうございました。今後もより一層、皆さまに楽しんでいただける公園

を目指して活動を行ってまいります。 

緑の創作園での活動の様子です！ 

 

５ 

４月２０日（月）～５月１９日（火） 

（受付時間 月～金曜 ９：００～１

オリエンテーション 

各回１時間 
（内容は全て同じ） 

 ① ７月１日（水）１８：００～  ② ７月７日（火）１８：００～ 

 ③ ７月１８日（土）１４：００～ ④ ７月２１日（火）１８：００～ 

 ⑤ ８月１日（土）１４：００～ 

 場所：市民社協会議室 定員：各回３０名（先着順） 

 ※ 夏ボラ参加にはオリエンテーションへの参加が必要となります 

は う 
よ 

め じ ！ 
ン ティ 

ラ ボ ア 
！ 
！ 

 ２０１５年 夏！体験ボランティア 

 活動場所：市内の高齢者・障がい者・子ども施設、環境団体など 活動場所 

 「夏！体験ボランティア」（夏ボラ）は夏休み期間を使用して、 

  地域で活躍する施設や団体でボランティア体験ができるプログラムです。 

 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方 対   象 

体験期間・内容 

報 告 会 

 ＶＣＭ（１面右上参照）まで 

 ７月１８日（土）～８月２１日（金）のうち、希望する活動をプログラムから選択 

 各回2時間 ※どちらかにご参加ください 

 ① ８月２９日（土）１４：００～ ②８月３１日（月）１８：００～ 

 場所：武蔵野市役所 ８１１会議室 

 ２００円（ボランティア保険未加入の場合、別途保険料３００円～が必要） 
 ※ 施設によって、昼食費・交通費・腸内細菌検査などの諸費用がかかる場合があります 

問い合わせ 

参 加 費 



６

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満 

ボ ラ ン テ ィ ア   

活躍の場から 
         ＶＯＬ．５６ 

 

今回より個人の活動

にスポットを当て

て、ご紹介いたしま

す 

取材・文: 内藤 久満 

 

 

編 集 後 記 
 

今年の夏ボラは学生サポー

ターの皆さんに協力していた

だくことになりました！ 

どうぞ、お楽しみに☆ 

参加お待ちしております！ 

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 

 今回の取材では、高齢の方のお宅で植木や樹木の

剪定をなさっている所にお邪魔しました。 

 ボランティアに関するお話を伺うと、まず活動の

幅の広さに驚きました。植栽、剪定のボランティア

では小金井公園内にある1400本の桜の保全・定植も

行っており、その他にもガイドヘルパーの資格を生

かして、障がいのある方の送迎やプールでの見守

り、登山イベントの同行等もされているとのこと。

さらに驚いたことに活動場所は、南は与論島、北は

北海道と日本全国にわたり、活動先ではボランティ

ア後に召し上がるお酒と地元の料理を楽しまれてい

るとのことです。思わず時間が経つのも忘れしまう

ほど話題が尽きませんでした。 

 最後に眞下さんにとってボランティア活動の魅力

を伺うと「自然は人間を裏切らないこと」と仰られ

たのが印象的でした。７０歳になられても、若者の

様に逞しい眞下さん。日本全国を飛び回って様々な

ボランティアに励まれる姿にはただただ感動するのみでした。 

眞下靖夫
ましも やすお

 さん 

植栽ボランティア 

VCM運営委員 

成蹊大学学生ボランティア本部（Uni.） 

４コマ☆ボランティア 

 はじめまして。私たちは、地域や事象に特化しない包括的なボランティア活動を

行う団体として、６年前に発足しました。学生がボランティアに参加する足掛かり

をつくることを目的とし、参加のしやすさに重点を置いています。はじめは小さな

団体でしたが、現在では４００人以上の学生が所属している学内最大規模の団体

です。専攻分野の異なる学生同士が一緒に活動しており、顧問を除く全てのメン

バーが学生で構成され、団体運営や広報なども全て学生が行っています。 

 活動は、地域・教育・環境・国際・福祉の５つの分野に分かれて行っています。

加えて、それらには属さない分野に興味をもったメンバーにより、４つのプロジェク

トを展開しています。プロジェクトには、東北プロジェクト(復興

支援)・Unimal Project(殺処分ゼロを目指す)・Exceed walk 

project(チャリティーウォークを企画)・ゆめはかせプロジェクト

(子供向けの読み聞かせや科学実験をする)があります。 

 学業をする傍らで無償の活動をする意味を考えながら、地

域に貢献できたらと思います。よろしくお願いいたします。 

ビワの木の剪定です！ 


