２８．１２．１発行

１２
２１９
社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会

ボランティアセンター武蔵野

TEL:0422-23-1170 FAX:0422-23-1180
Ｅメール vcm@shakyou.or.jp

〒180-000１ 武蔵野市吉祥寺北町１－９－１（１階）

ＵＲＬ http://www.shakyou.or.jp

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

12 月 おとぱサロン

無理なく楽しく健康づくり
～腰痛肩こり予防体操の知識と実技～
地域活動もボランティアもまずは健康な体から！
みんなで一緒に体操をしながら、地域デビューを目指しましょう！！

☆会
☆内

場：御殿山コミセン２階和室（御殿山 1-5-11）
容：〇健康づくり支援センター、健康づくり推進員の紹介
〇腰痛肩こり予防体操の知識と実技 など
まつもと
え み
☆講 師：松本 重美 氏（健康づくり人材バンク 健康運動指導士）
☆対 象：シニア世代の男性・女性
☆定 員：20 名（申込順）
☆参加費：無料
☆申・問：ＶＣＭ（右上参照）

2020 年東京オリンピック・パラリンピック特集①

武蔵野ブラショフ市民の会は、武蔵野市の友好都
市ルーマニア・ブラショフ市と市民レベルの文化交
流を行っています。1992 年に結成され、会員数は 50
名を超える程です。毎年ブラショフ市から、日本語・

武蔵野ブラショフ市民の会に
聞きました！
国民の勇気・独立闘争
空

ルーマニア

青

日本文化研修を目的として研修生（１名）を招へい
しています。また、毎月コミュニティセンター等で 首都：ブカレスト
ルーマニア語講座を開講しています。
人口：1996 万人
（詳細はホームページ
http://www.geocities.jp/musashino_brasov2008/）
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鉱物・穀物

東ヨーロッパに位置する共和制国家
次号では 2020 年に
向けた取り組みに
ついて紹介します

２月号へつづく

ＶＣＭからの活動報告（９月～10 月）
10 月おとぱサロン開催！
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（土）

俳句をはじめよう

＠市民社協会議

一般 21 名（男性 9 名、女性 12 名）

室

●まず、「俳句とはなにか」「俳句の決まりごと」「字余り・字足らず・
句またがり・破調などの特殊な形」「音数の数え方」「俳句に深みを与
える切れ字」「基本的な俳句の作り方（配合、一物仕立て）」など俳句
の入り口ともいえる基本をレクチャーいただきました。俳句を始める時
には、決まりごとに忠実に（まずは基本を身に着ける）、たくさんつく
る（作ったものは破り捨てない）などが参考になりました。
●名句と言われるものを分解してこれを正しく並べ替える遊びを行いました。６句ずつ３問に分か
れた問題をそれぞれ並べてみました。第１問の６句では比較的有名な句が多く全問正解者も多く
いらっしゃいましたが、第３問の６句になるとだいぶ難しく全問正解者１名といった結果でし
た。参加者の皆様も案外知らない、難しいといった感想だったようです。
●最後に作句を行いました。１句作ろうということでしたが、皆さん熱心に取り組まれ２句、３句
と作られる方もいらっしゃいました。講師の先生が選ぶ名句３作を発表し、盛り上がった「俳句
をはじめよう」もお開きとなりました。
●参加についての意見交換の時間を設けましたが、大勢の前での発言は難しかったのかうまく進み
ませんでした。ただ、参加者も多く、皆さん熱心に取り組まれており、俳句への関心の強さを感
じました。これを機会に、俳句の会、地域活動への参加が進めばと思いました。
（記：田中邦忠

委員）

９/29 10/６ 10/27 ボランティアをしている人・したい人のための
（木）
（木）
（木）
＠吉祥寺北コミュニティセンター

話し方・聴き方講座
「話し方・聴き方講座」では、グループワークやゲームなど様々な方法を通
して、コミュニケーション力を高めるコツを学びました。
自分の好きなことや、得意なことをボランティア活動へ活かすイメージや、
「楽しい会話」と「疲れてしまう会話」から、聴き上手になるための動作や会話
について考えたり、高齢者や子どもなど対象者別に会話のポイントを教わり
ました。また、コミュニケーションの体験として、施設でボランティア活動を行い
ました。
ボランティア体験後の講座では、振り返りや各体験先ならではのエピソード
を共有し、今後の活動について考える時間となりました。
楽しく学んだコミュニケーション力を活かし、様々なボランティアでご活躍い
ただけることを期待しています！

2

/22

第 16 回

開催されました！

（土）
10：00～14：00

会場 武蔵野障害者総合センター／中央通り桜並木公園

あったかまつりは年に一度、障がいのある方が主役になるお祭りとして開催し、
今年で 16 回目。
天候にも恵まれ、障がいのある方（目の見えない方や耳の聞こえない方、身体が
不自由な方など）や地域に住む方など多くの方にお越しいただきました。
ステージでの発表、模擬店、展示に加え、今年は自立支援協議会による障がいの
ある人も参加しやすい模擬選挙を行いました。
今年参加された方も、参加できなかった方も、次年度のあったかまつりにぜひお
越しください！お待ちしています!!

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！

№5036
習字プログラムの講師
[内 容]小学校低学年を対象とした習字プロ
グラムの講師
[活動日]月１回（主に月曜日）
15：30～17：30（１時間程度）
[依頼＆場所]トレジャーキッズクラブ聖徳学園

№5039

[内 容]レクリエーションのサポートなど
[活動日]毎月第４土曜日 12：30～16：30
（１月～３月）
[依頼＆場所]三鷹市障がい者相談支援センタ
ーぽっぷ（三鷹市下連雀 4-15-18 下連雀複合施設２階）
[募 集]３名
[備 考]●10 代～50 代（学生可）
●動きやすい服装で

小学校アフタースクール（境南町 2-11-8）

[募
[備

集]２名
考]●交通費謝礼あり 2,000 円/回
●20 代～50 代（学生可）
●動きやすい服装で

№5199
№5190
誕生日会での余興
[内 容]誕生日会での演奏（フルート以外）
や歌、踊り
[活動日]平成 29 年１月 22 日（日）
14：00～14：45
[依頼＆場所] 有料老人ホームコートローレル

[内

入浴後の整容＆見守り

容]特養の利用者の入浴後の髪のドライ

ヤーかけ・見守りなど
[活動日]毎週月曜日 10：00～12：00
[依頼＆場所]サンメール尚和
（西東京市新町 1-11-25）
[募 集]１名
[備 考]●上履き持参
●学生可

（緑町 2-1-40）

[募
[備

レクリエーションの補助

集]１組（５名まで）
考]●交通費（実費１人あたり上限 1,000 円）
●ピアノあり
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説明会兼研修会の報告及び追加開催のお知らせ！
65 歳以上の皆さんが社会活動に積極的に参加をすることで、いつまでも健康で
いられることを目的とした、「武蔵野市シニア支え合いポイント制度」がいよいよ
10 月よりスタートしました。
制度開始に先駆けて、説明会兼研修会を 9 月から 10 月にか
けて計 6 回実施し、135 名の方々にご参加いただきました。こ
の説明会に参加することで、〝シニア支え合いサポーター〟と
しての活動が可能となります。サポーターとして登録をする
と、対象となる活動毎にポイントが付与され、年度ごとの獲得
ポイント数に応じてギフト券等に還元できるしくみになってお
り、135 名の参加者のうち、119 名がサポーターとして登録さ
れました。

登録された方々は、この制度をきっかけに新たな活動を始
めようという方、既に地域社協や施設等でボランティアとし
て活動されている方‥と様々です。シニア支え合いサポータ
ーをきっかけに、今後地域を支えるサポーターとしてもご活
躍していただけることを期待しています！
この制度にご興味がある方は、ぜひ今月追加開催の説明会兼研修会にご参加ください
※詳細は、下記のご案内にて！

日程

12 月 12 日（月）
13:00～16:30
12 月 15 日（木）
13:00～16:30

会場

定員

高齢者総合センター
３階講義室
（緑町 2-4-1）

各回 30 名
先着順

【内

容】制度の概要・高齢者福祉サービスの説明、高齢者への接し方・活動マナーの講義、
車いす介助の実技、手続き登録（登録申請書の提出）
【対象者】各説明会時点で 65 歳以上の市民
【申込み】電話・メール・ＦＡＸにてＶＣＭまで（１面右上参照）
【その他】実技講習もありますので、動きやすい服装でご参加ください。
※シニア支え合いポイント事業は、武蔵野市民社会福祉協議会が武蔵野市から委託を受けて行っております
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特定非営利活動法人ぴーなっつハウス

理事 山本

洋司

私たちは、ご高齢者や日常生活においてご不便を感じている方々が、
地域から孤立することなく安心して暮らしていける社会の実現の為に
活動を行うと同時に、障がいのある方の社会参加や自立を後押しし、
地域福祉と生活環境の向上を目指すＮＰＯ法人です。
現在、以下の３つの活動を行っています。

【活動内容】
①お買い物サポート活動
ご高齢者や日常生活にご不便を感じている方を対象に、お買い物の代行及び同行を行います。
②日常生活のサポート活動
日々の生活を送る上での家事負担を軽減すべく、生活援助として、掃除や重いごみ出しなどの
お手伝いを行います。
③情報提供活動
地域と連携したタウン誌の発行をしています。地域ならではの耳寄りな情報、求人やサークル
活動の募集情報などを掲載しています。
※以上の活動にご参加いただける方を募集しております。今年設立されたばかりの NPO 法人です
が、皆さまと共に考え、進み、成長できる法人をモットーに活動していきます。
応募をお待ちしております。
問合せ

０８０－５５０４－７６２１

特定非営利活動法人ぴーなっつハウス

山本

はじめてみよう！市民活動
市民活動推進課・ボランティアセンター武蔵野・武蔵野プレイスは、統一テーマをもとに、12
月の 1 ヶ月に市内それぞれの会場で、はじめての方から参加できる講座・イベントを開催します。
市民活動のいろんなはじめ方、かかわり方を知るチャンス！ぜひご参加ください。
※ＶＣＭでは１２/１より開催する「笑顔を届けるサンタボランティア講座」を実施しています。
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ボランティア
活躍の場から
にじの糸

中町 3 丁目の静かな住宅街にＶＣＭの分室があります。
ここは VCM が毎月開催している“お仕事サロン”の活動の場でもあ
りますが、今回ご紹介する“にじの糸”のボランティア活動もここを
拠点として毎週火曜日午後 1 時～4 時に行われています。メンバーは
6 人のささやかなグループです。
活動では、市内等の施設に通う障がいのある方が織り上げた生地を
元に色々な小物を作ります。その生地は実に綺麗にデザインされてい
て、ショッピングバッグや文具入れケース・キーホルダー・クッショ
ンカバー・ブックカバーなどを作ります。今迄に一番手の込んだ作品
は、ベストとのことです。
我々の取材の間も、手を休める事も無く楽しそうに物を作っていま
した。作品は各々の施設で開かれるイベント等に出品しています。
今後もまだまだ、“にじの糸”の活動を続けて行きたいとおっしゃっ
て、快く取材に応じて下さった代表の山本さんに感謝の気持ちを込め
てこの取材を終わりました。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

滝野

美奈子

今年度から運営委員になりました滝野美奈子です。
ボランティアは「楽しく、無理なく、自分に出来る事を！」を忘れずにやってい
ます。と言いたい所ですが、ついつい無理してしまう事もあったり…未熟です
ね。
今年 4 月に市内３駅で行った熊本地震の駅頭募金活動では、沢山の嬉しい
気持ちをいただきました。小さい男の子が、自分のお小遣いから残り１枚のお
金を募金してくれたり、女子中学生数名がはしゃぎながらお財布を取り出し、
募金してくれたり…。優しい気持ちを持った人が世の中には沢山いるな～～
と、ジーンと来てしまいました。ボランティアはそんな素敵な経験が出来る場
でもあります。
これから少しずつ委員会の事も分かるようになって、素敵な経験を色々な
方にしていただけるように知恵を絞っていきたいです。

年末年始の 年末 12 月 29 日（木）から年始 １月３日（火）
お知らせ までお休みさせていただきます

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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