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平成２８年熊本地震 現地リポート
●市民社協は菊池市災害支援ネットワークに参加しています
菊池市災害支援ネットワーク（http://kikuchi-net.jimdo.com/）は熊本県菊池市と友好姉妹
都市である岩手県遠野市を拠点とするＮＰＯ法人遠野
まごころネットが中心となり、菊池市を拠点に被害の大き
かった地域への支援活動を円滑に実行するために設立され
ました。
このネットワークは行政、社協、NPO・NGO、市民
団体、企業など直接・中間・後方・経済支援などの活動が
可能な団体によって構成されています。市民社協は東日本
全壊となった住宅が並ぶ（熊本県益城町）
大震災の際、遠野まごころネットにご協力いただき、現地
での支援活動を実施したことがご縁となり、今回も参加のお誘いをいただきました。

●現地はどうなっているんだろう
７月１３日（水）～１４日（木）職員 2 名で熊本県菊池市にある「菊池市災害支援ネットワー
ク」のまごころベースキャンプを訪問し、３ケ月が経過した現地の状況把握と支援団体の状況に
ついてお話を伺ってきました。
現地ではまだ避難生活を継続されている方も多く、被害の大きかっ
た各地域では災害ボランティアセンターを通じた被災者の支援活
動が続けられていました。市民社協ではこれまで街頭募金やイベン
ト時の被災地の物産販売を通じた「経済支援」を実施してきました。
今後も現地の状況に合わせた「東京からできる支援」を続けていき
ます。
（報告：ＶＣＭスタッフ 三藤和寛）

ボランティアの滞在が可能です
キャンプ内にはボランティアの宿泊が可能な和室や
キッチン、交流スペースなどもあり、無料で滞在す
ることが可能です。現地での活動を検討されている
方はチェックしてみてはいかがでしょうか？
建設された仮設住宅と
災害ボランティアセンター
（熊本県西原村）

http://kikuchi-net.jimdo.com/まごころベースキャンプ/
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今年もサンタの季節がやってきました！
サンタクロースになりきって、武蔵野市に笑顔を届けに行きませんか？
サンタからボランティアの世界に飛び込みましょう！

日 時

内

平成 28 年 12 月 1 日（木）

容

サンタになるためのスキルや心の持ち方を学ぶ

14：00～16：00

講師：滝野 洋平 氏・里中 海奈 氏

平成 28 年 12 月 5 日（月）

活動先と話をしながら、活動者同士で事前打合せ

14：00～16：00
活動期間

所

市民社協
会議室
市民社協
会議室

親子ひろばや高齢者施設等でサンタボランティアを体験！

平成 29 年 1 月 16 日（月）

市民社協

振り返り

14：00～16：00

対

場

会議室

象：武蔵野市内でのボランティアに興味のある方（シニアの男性大歓迎）

参加費：無料（ボランティア保険未加入者は別途保険（300 円～）にご加入いただきます）
定

員：10 名（申込順）

申・問：VCM（１面右上参照）
※この事業は、VCM・武蔵野プレイス・市民活動推進課が協働で実施する、「市民活動はじめて月間 あるかも
発見、あるかも出会い」に参加しています

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

10 月 おとぱサロン

10/８
（土）
14：00～16：00

俳句をはじめよう
俳句の世界へようこそ！
現代に生きる俳句の歴史と文化に触れながら、
俳句を楽しんでみませんか
初めての方大歓迎です！

◇内

容→俳句とは・分解された名句を正しく並べる遊びなど

◇講

師→本多 春雄 氏（公益社団法人 俳人協会 会員）

◇会

場→市民社協 会議室

◇対

象→シニア世代の男性・女性 ◇参加費→無料

◇定

員→20 名（申込順）

◇申・問→VCM（１面右上参照）
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ＶＣＭからの活動報告（７月～９月）
/23
（火）

in

ＶＣＭでは運営委員会を設置し、

参加された委員さんは普段は武蔵野

２０名の委員の方々にセンター運営に

市内を中心に活動されている方がほと

ご協力いただいています。この日は運

んどで、センターを初めて知った方も

営委員の研修としてＪＲ飯田橋駅のそ

おられましたが、東京都全域をカバー

ばにある「東京ボランティア・市民活

する広域の様々な情報や事業を学ぶ良

動センター」を訪問し、センター事業

い機会となりました。

の説明を受け、センター内を見学しま
した。

ご参加いただいた皆さま、
ご協力いただきました施設・団体の皆さま
ありがとうございました！

実施期間：７/１～８/29
参加者数：123 名
体 験 先：52 団体
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９月おとぱサロン開催！

/10
（土）

絵を楽しむー見る・描くー
in

吉祥寺西コミュニティセンター分館

｢絵を楽しむー見る・描くー｣のテーマで、日本画家の滝沢具幸氏を
お招きして、講義と実践を行った。滝沢先生は日本画家であるが、具
象・抽象、特に最近は地面ばかり描いているそうで、画集を見せてく
ださった。
実践について、まず、何を描きたいかが大切。参加者はそれぞれ持
参したものを描いた。（ナス・巨峰・花瓶・風景写真・芙蓉など）画
材は画用紙に、水彩用色鉛筆という事だったが、クレパスで描いた方もいたり、先生は各テー
ブルを回りながら、時には筆を取って手直しされていた。約１時間描いて、作品を一つ一つ先
生が講評。楽しい時間はたちまち過ぎてしまった。参加者の中にご高齢で歩行が不自由なご婦
人が２名いらっしゃって、チラシを見てまた絵を書きたくなったとの事、嬉しいお言葉ではな
いか！ 参加者の感想は｢先生の手はマジックハンド｣｢とっても楽しかった｣などであった。
（記: 原田隆子 委員）

９/17
（土）

お祭りカフェ
“大学間ネットワーク”は、市内の２大学３ボランティアサ
ークルのネットワークづくりを目的としており、このイベン
トは学生が企画・運営しています。
今回のイベントは“お祭りカフェ”でした。開催場所は成蹊
大学です。地域の方々にもご参加いただき、学生による催し
物（マジックや大喜利など）を楽しんでいただきました！
ご来場いただきました皆さま、ありがとうございました！

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！

№5125

収穫祭の手伝い

№5164

[内 容]イベントの運営補助など
[活動日]10 月 23 日（日）10：00～12：00
[依 頼]もりもり森クラブ
[場 所]公園内ハウス（関前 3-32）
[募 集]５名
[備 考]●食事あり
●動きやすい服装で

保育補助

[内 容]子どもの見守りなど
[活動日]要相談
[依頼・場所]東京都認証保育所 風の子保育園
（境 1-16-34 グリーンハイムむさしの 102）
[募 集]若干名
[備 考]●動きやすい服装で
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障がいについて知り、理解を深めて交流できる楽しいおまつり！

障がい者が主役のお祭り！盛りだくさんの企画でお待ちしています！

※手話通訳
あり
イベント[食べ物・飲み物の屋台、フリーマーケット、ゲーム、炊き出し（防災）、ステージ発表など]
障がい者団体・施設およびボランティア団体のパネル展示、障がい者の作品展示、模擬選挙

武蔵野市障害者総合センター（吉祥寺北町 4-11-16）
中央通りさくら並木公園
武蔵野福祉作業所（石原） TEL.0422－53－1782
第 16 回むさしのあったかまつり実行委員会、社会福祉法人武蔵野

武蔵野市

市民社協

亜細亜大学ボランティアセンター

渉外局長

鳴海 郁哉

こんにちは！ 私たちは亜細亜大学の周
辺の地域のボランティアに加え、海外支援
にも力を入れています。自分たちでチャリ
ティー企画を年に 2 回企画し、その企画で
集まったお金を海外支援に回し、ただ支援
するだけではなく、どういった形でお金が
使われているのかを確認することも含め、スタディーツアーとして現地に行きます。また、企画の中で
も特に力をいれているチャリティーフットサル大会は、今年度で 6 回目とまだ歴史は浅いですが、毎年
学内、学外から 100 名近くの参加者に恵まれ、1 つの目玉行事となっています。
今年度からは、地域だけでなく、都内や他の地域でのボランティア、内容も清掃活動から、高齢者の
方々と一緒に体を動かすもの、動物の愛護活動等、その他まだありますが様々な種類のボランティア
に参加し、今まで以上に活動の幅を広げています。
今年のアジア祭では、「被災地のボランティアの裏側」というテーマで展示発表をする予定です！最
近起こった熊本地震や、東日本大震災でボランティアに参加された方々が「本当は被災地からしたら
迷惑になってる」という、実際にあった例を挙げながら説明していきます。ご都合が合う方は是非お越
し頂ければと思います！
地域の多くの方から知られ、愛される団体になりたいと思っていますので、何かお困り事があれば
ご一報ください！
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VОL ６４

ＪＲ武蔵境駅南口に、市民の為の情報、創造館“武蔵野プレイス”

ボランティア
活躍の場から
プレイス木のぬくもり
プロジェクト

があります。今回はここを拠点として活動している“プレイス木のぬく
もりプロジェクト”を紹介いたします。
活動されているメンバーは約 12～13 人、現在中心となって活躍し
ておられる栗原さん、山口さん、宮方さんにお会いしてお話を伺う事
が出来ました。
当グループは 2010 年秋に、“プレイス”にぬくもりのある木を使っ
た物を作って使ってもらうよう皆で考えましょう、との発想のもとに
生まれました。近年の主な活動内容は丸太のイス作り。その他、今ま
でに製作した木工作品はコースター、キーホルダー、本立てなどで
木のぬくもりの味が滲み出るユニークな作品ばかり。今回は“武蔵野
プレイス”の館内で使われている本立てや丸太の椅子を見て、触らせ
て頂きました。原材料は同館敷地内で剪定された庭のイチョウ、サク
ラ、武蔵境周辺で伐採された木などを使います。皆さま、木が好き
な方、物づくりが得意な方、当グループで活動しませんか。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

田中 邦忠

この４月に運営委員を仰せつかったものの、いまだ不勉強でその役割やＶ
ＣＭの仕組みもよくわからない状況です。そんな中、８月に運営委員研修が
ありましたので、少しでも理解を深めようと参加いたしました。飯田橋の東
京ボランティアセンターで活動内容を伺ったり、施設を見学させていただき
ました。頼りない話ですが、成果としては、いろいろな仕組みがあることが何
となく分かったかな・・・といったところでしょうか。その後参加者で食事や
本駒込の「諏訪山 吉祥寺」（本家吉祥寺？）を見学してまいりました。まだ
まだ、研修より会食や「吉祥寺」が印象に残ってしまうような状況ですが、
小さな一歩でもしっかり積み重ねることや参加を楽しむことを、まずは第一
義に取り組んでゆきたいと思っております。
開所時間 ★住所・連絡先は１面参照

市民社協・ボランティアセンター武蔵野
Ａ
●

月～土曜 ９時～１７時
※日・祝日休み

●
八幡宮
西交番

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Ｂ）下車 徒歩２分
★桜堤・関前方面より
「武蔵野八幡宮」（地図Ａ）下車すぐ
★ムーバス
北西循環「八幡前」下車 徒歩２分
イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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●武蔵野八幡宮

Ｂ●

武蔵野
商工会館
●
●
吉祥寺
第一ホテル 吉
祥
寺
通
り
東急百貨店●
●ＰＡＲＣＯ
中道通り

サ
ン
ロ
ー
ド
商
店
街

