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ボランティア入門講座

こころ

┴のボランティア講座

精神障がいに関するボランティア活動について

ドラレク（３日目）の
お昼ゴハンは BBQ ！！

交流を楽しみながら学んでみませんか？

１

日目 ９月１４日（月）１０：００～１２：００
座学「こころの色」
講師：ＮＰＯ法人ミュー
（精神障がいのある方へ生活・就労などの相談支援を行っています）
会場：市民社協会議室（吉祥寺北町1-9-1）

２

日目 ９月１９日（土）１３：３０～１６：３０
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」
※ゲートキーパー養成講座（４面参照）に参加となります。１６：００からは３日目の説明会を行います

３

日目

１０月５日（月）８：００～１７：００
「ボランティア体験ドライブレクリエーション」
[タクシーに乗ってＮＰＯ法人ミュー利用者の方と１日外出を楽しみます]
行先：山梨県（勝沼 ぶどうの丘） 協力：東京都個人タクシー組合武三支部

対 象：ボランティア活動を始めたい方、活動を始めて間もない方、
市内でのボランティア活動に興味・関心のある方など
定 員：２０名（申込順

※全日参加できる方を優先）

参加費：７００円 ※別途ボランティア保険 （３００円～）の加入が必要
締 切：９月１０日（木）必着
申・問：電話・FAX・Eメールのいずれかに①～④と｢こころのボランティア講座希望｣を
明記して、VCM（右上参照）まで
①氏名(ふりがな) ②年齢

③住所

１

④電話番号

ようこそ
地域へ！

武蔵野市の歴史や
文化施設などを
説明しながら
関連する団体紹介を
行いました

主催者のあいさつ

参加者同士の意見交換を行いながら
団体紹介パネルの見学を通じて
地域で活動する団体を紹介しました
演奏ボランティアで
活動されている
西村氏のピアノ演奏

各団体の代表者の方から
団体の説明をきくことが
できました

参加された方からのコメント
┬ パワーポイントを使った説明は

とても分かりやすかった

┬ たくさんの団体があることを知り、楽しく参加できた
┬ 地域で何かをしながら、楽しく生活するきっかけができたように思える

「笑い」は健康増進。意外と身近で覚えやすい！
参加者全員で笑って楽しく小噺にチャレンジしましょう

９月１２日（土）１４：００～１６：００
ゲスト：江戸小噺笑い広げ鯛のみなさん

いつでも！どこでも！
こばなし

小噺の言葉遊びを楽しもう
２

会場：市民社協（吉祥寺北町１-９-１）
対象：定年前後の方（女性も歓迎！）
参加費：無料
定員：２５名
申・問：電話・メール・FAXで
ボランティアセンター武蔵野まで

ボランティア募集
No.４８９２

保育補助

単発
単
発

No.４９２９

「鈴虫の鳴き声を
聴く夕べ」の手伝い

[内 容] 親子カフェで親御さんがペアトレを受け
[内 容] ている間、保育室にてスタッフと一緒に保

単発

[内 容] ・会場での受付、虫かごの受付

[内 容] 育を行う

[内 容] ・ぼんぼりの設置、取り外し

[活動日] １０月１７・３１日、１１月１４・２８日

[活動日] ８月２３日（日）１６：３０～２０：００

[活動日] １２月５日 １０：００～１２：００

[場

所] 市民の森公園（関前３-３２・３５）

[場

所] 親子カフェ

[募

集] ５名

[場

所] （杉並区下高井戸１－４０－８ ２Ｆ）

[備

考] ・駐車場なし、自転車駐輪可

[募

集] 各活動日につき２名

[備

考] ・雨天中止

[服

装] 清潔であれば可

[備

考] ・学生可

[備

考] ・交通費あり（１０００円まで）

[依

頼] もりもり森クラブ

[備

考] ・学生可

[依

頼] ＮＰＯ法人ＳｏｍＬｉｃ

No.４９３４

No.４９３３

囲碁の相手

単発
単
発

[活動日] 平日（１０：００～１５：００の間）

武蔵野アクアスロン大会の
運営補助
[内

継続
継
続

[活動日] 土日（相談可）
[場所&依頼] ケアコート武蔵野

容] 受付・参加者誘導など

[場所&依頼] （境南町５-１０-７）

[活動日] ９月１２日（土）８：１５～１３：３０

[募 集] １名

[場

所] 総合体育館・陸上競技場

[備

考] ・食事あり(３８０円実費)

[場

所] （吉祥寺北町５-１１-２０）

[備

考] ・交通費あり

[募

集] １０名

[備

考] ・学生可

[服

装] 動きやすい服装

[備

考] ・食事あり（弁当）

[備

考] ・学生可

[依

頼] 公財）武蔵野生涯学習振興事業団

No.４９３６

日常活動の手伝い

継続

[対 象] 高齢者
[活動日] 月曜～土曜日
[活動日] ９：３０～１５：３０の中で出来る時間
[依頼＆場所] ゆとりえデイサービスセンター

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。

[依頼＆場所] （吉祥寺南町４-２５-５）
[募 集] ５名
[備 考] ・食事あり（４５０円で提供）
[備 考] ・月１～２回から可
[備 考] ・学生可
３

東部フェスティバルの手伝い（当日・前日）

単発

No.４９３７
[活動日]
[活動日]
[内 容]
[備 考]

９月６日（日）９：００～１５：３０
１５：３０～（後片付け）
ブース手伝い、来場者の誘導、後片付け
・食事あり（昼食用意）

No.４９３８
[活動日] ９月５日（土）１３：００～
[内 容] 長机の搬入、看板の設置、装飾設置など

[場

所] 本宿小学校（吉祥寺東町４－１－９）

[募

集] 各日１０名

[服

装] 動きやすい服装

[備

考] ・体力のある方

[備

考] ・学生可

[依

頼] 東部フェスティバル実行委員会

ゲートキーパー養成講座
「こころといのちを見つめて」
日
会

ゲートキーパーとは、
悩んでいる人に気づき、
声をかけ、
話を聴いて、

時：９月１９日（土）１３：３０～１６：００
場：武蔵野市役所４１２会議室

必要な支援につなげ、
とうない

ゆうひろ

見守る人のことです

講 師：ＮＰＯ法人東京自殺防止センター 前所長 東内 祐広氏
定 員：２０名（申込順） ※市内在住の方優先、定員に達し次第締切
締 切：９月１５日（火）必着
申・問：電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかに①～④を明記して、VCM（１面右上参照）まで
①氏名（ふりがな）②年齢 ③住所 ④電話番号

点訳講習会「応用編」受講者募集！
点訳の基礎を学んだ方のスキルアップ講座です。「英語点訳」なども習得して
視覚障がい者のために地域で活動する点訳ボランティアを目指してみませんか

９月 １０日 ～ 平成２８年 １月 ２８日
第２・４木曜（全１０回） １０：００～12：００
むつみかい

講

師

六実会（点訳グループ）

定

員

１０名

対

象

市内在住・在勤・在学で一般的な日本語の文章を点訳できる方

参加費

無料

申込方法

往復はがきに①～⑥を明記して問合せまで
①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住所 ④電話・FAX番号 ⑤点訳学習歴
⑥在勤・在学者は勤務先・学校名、所在地、電話番号

締

８月３１日（月）必着

切

会場・問合せ

※講座開始の１週間前までに全員に通知します

障害者福祉センター（〒180-0011 八幡町4-28-13）
市民社協 講習会担当 TEL0422-55-3544 FAX0422-51-9951
４

東日本被災写真洗浄ボランティア

課外のあらいぐま

15～20名で活動しています

代表：福井 圭一

東日本大震災の津波で流された写真を洗浄・データ化す
る活動です。
持ち主の方が見つかっていない写真が今でも数多くあ
り、一日でも早く持ち主の方にお返しできるよう活動を続
けています。津波に流された写真を乾拭きや水洗いできれ
いにし、スキャナによりデータ化します。データ化するこ
とで写真をより探しやすくすることができます。洗浄・
データ化した写真を新しいポケットアルバムに収納して、

現地へお返しします。
活動は武蔵野市内のコミュニティセンター、及び市民社協ボランティアセ
ンター分室にて月3～5回程度開催しています。ご参加希望の方はHP（ブロ
グ）で詳細ご確認の上、メールにてご連絡ください。
みなさまのご参加をお待ちしております。
HP（ブログ）http://kagaiguma.blog.jp/
メール kagaiguma@gmail.com

ボランティア入門講座

車いす付き添いボランティア講座
車いすの扱い方を学んで、活動の幅を広げませんか？
ボランティアを始められる方から現在活動している方まで皆さまのご参加お待ちしております♪

日

時

①９月３０日（水）１３：３０～１５：３０
②１０月３日（土）１３：３０～１５：３０
※ 同じ内容になります

講

師

田口 誠氏（障害者福祉センター センター長）

内

容

車いす操作の講習後、２人１組になって路上体験をします

場

所

市民社協 会議室

定

員

各回１０名（定員を超えた場合は抽選）

締

切

９月２６日（土）必着

申・問

電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかに ①～④を明記して、ＶＣＭ（１面右上参照）まで
①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号 ④受講日

５

今回ご紹介するのは、市内でダンススタジオを開いてい
るダンスインストラクターのＲＩＥ（リエ）さんです。
取材は、八幡町コミセンで障がいのある方々にヒップ
ＶＯＬ．５７
ホップダンスをレッスンされているところへお邪魔しまし
た。ご自身も楽しく踊りながら指導されている若さと熱気
あふれる姿を拝見できました。こちらのダンスレッスン
ダンスインストラクター は、２０１４年の１２月から始められ、月に１～２回の
ペースで行っているそうです。「参加している方にダン
リ
エ
ＲＩＥ さん
スを楽しんでもらいたい」との思いで取り組んでおられ
るとのことで「若者たちのダンスをとおしたストレート
な感情表現が、自分にとってもとても楽しい体験になる」と仰っていました。
ＲＩＥさんのダンス歴は約20年。その特技を活かしたボランティア活動を様々
なところで展開しているそうです。高齢者施設の訪問や東日本大震災の被災地で
ある陸前高田市の仮設住宅などで幅広い活動をされています。
活動後も疲れひとつ見せない元気な姿でインタビューに応じてくれたＲＩＥさ
ん。そんなＲＩＥさんから、ダンスを通して元気を分けてもらっている方がたく
さんいることを強く感じた取材でした。
取材・文: 内藤 久満

ボランティア
活躍の場から

身体も心も弾む時間♪

４コマ☆ボランティア

運営委員の活動日記

ＶＣＭ運営委員 小澤 洋祐
（藤村女子中等・高等学校 教員）

これまで運営委員として参加してきた中で、武蔵野市の方々は本当に主
体的に多くの活動をしていることがわかりました。同時に、生徒達のよう
な中学生・高校生の若い力が求められている現状も知ることができまし
た。このような状況の中で、生徒と地域が連携して共に育っていく環境を
作る必要性を感じました。そこで、生徒達の視野や世界を広げるにはま
ず、自分の学校がある地域について知り、協力することが重要だと考えま
した。知らない人から「ありがとう」と言われる経験が生徒の自己肯定感
を高め、同時に地域の方々の喜びにも繋がっていくことができると思って
います。その一つとして、5月31日のボラカフェには本校文化部の生徒達
が一丸となって参加することができました。普段の部活動の成果を地域の
方々へ向けて発表することができ、非常に充実した内容となりました。協
力していただいた皆さんや、温かく見守っていただいた方々に感謝の気持
ちでいっぱいです。今後も学校の外に活躍の場を広げつつ、自分の価値を
認めてもらえるようなボランティア活動を生徒達に提示していきたいと
思っています。後押ししてくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに、生徒
と地域が幸せになれるようなボランティア活動をしていきたいです。

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
イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満

アクセス
徒歩：ＪＲ中央線・吉祥寺駅より１０分

編集後記

バス：
A ）
★吉祥寺駅方面より「武蔵野八幡宮」（地図 ○
下車 徒歩２分
B ）
★桜堤・関前方面より「武蔵野八幡宮」（地図 ○
下車すぐ
★ムーバス：北西循環「八幡前」下車 徒歩２分

水羊羹が美味しい時期に
なりましたね。温度調節や
水分補給に気を付けて、
夏を楽しみましょう！
６

