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第17回 ようこそ地域へ！あなたが活きる地域デビュー！

お父さんお帰りなさいパーティ
～シニアのための地域活動紹介～
「お父さんお帰りなさいパーティ（愛称：おとぱ）」は、主にシニア世代の方に、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！
パーティの参加をきっかけに実行委員会で活躍している方もいらっしゃいます！

日

時

６月12日（日）13:00～16：30（受付開始12:30）

会

場

武蔵野スイングホール 11階 レインボーサロン（JR武蔵境駅北口徒歩２分）

対

象

シニア世代の男性・女性

定

員

50名（申込順）

参加費

200円（資料代など）

申・問

電話・Ｅメールでボランティアセンター武蔵野（ＶＣＭ）（右上参照）まで
※お申込みの際は、氏名・住所・連絡先をお知らせください

プログラム
●講演「お父さんお力を貸してください」・・・天野 久美子氏 （一財）天誠会 理事長
●地域活動団体紹介・・・・・・・・・・・・・パネル展示などによる団体紹介
●交流タイム・・・・・・・・・・・・・・・・地域デビューに向けた参加者同士の交流
昨年の参加者のコメント
家族のすすめで参加してみまし

たくさんの活動があることが分

た。さまざまなジャンルの団体

かりました。地域で何かをしな

が参加されていて驚きました。

がら楽しく生活することができ

これからじっくりかんがえていき

るきっかけができたように思い

たいです。（60 歳代 男性）

1

ます。（60 歳代 女性）

ＶＣＭからの活動報告（４月）
/
（土）

４月おとぱサロン開催！テーマは「川柳あれこれ」

今回のおとぱサロンは４月９日午後２時から御殿山コミ
センで「川柳あれこれ」をテーマに開催されました。講師
は佐藤博信さんで、同氏はお父さんお帰りなさいパーテ
ィー実行委員長など、おとぱサロンの活動に長年携わっ
てこられ、又川柳の会や雑学大学の主催、介護施設で
のボランティア活動など幅広く地域活動をされていま
す。
当日は、大変盛況で 20 名もの参加があり、佐藤さん
より川柳と俳句の違いの説明や川柳の古典的名作・最
近の名作の紹介をいただき、参加者はその魅力に迫る
ことができました。また「突然の」というテーマを設定したものと自由題で、川柳づくりにチャレンジしま
した。
皆さん、楽しみながら一部の人は四苦八苦しながらも、全員２句作り、佐藤さんが全句を紹介しながら、
温かく講評をされました。私も生まれて初めて作句しましたが、皆さんと交流もでき、脳トレにも最適で、
定年後にはとてもいい趣味だと感じました。

ボランティアデビューの前に・・・

/20
（水）

/30
（土）

「一から始めるボランティアさんのための
オリエンテーション」
ご参加いただいた方はボランティアをするのが

☆実施日・・・４月 20 日（水）、30 日（土）

初めての方や以前一度ボランティアをしたことの

☆時間・・・両日とも 14：00～16：00

ある方で、子どもが大きくなった・定年になった

☆場所・・・市民社協会議室

のを契機に活動をしてみたいという方が多く参加

☆参加者・・・20 日⇒10 名、30 日⇒８名

されました。
「ボランティアと言ってもどんなことをしたらいい

計 18 名参加

のかわからない」や「どうやって情報を探せばい
いのかわからない」などの悩みを抱えており、ボランティアへの最初の一歩を踏み出すお手伝いをしまし
た。さっそく５名の方が活動会員登録を行いボランティアへの一歩を踏み出しております。
ボランティアをしてみたいけど、悩んでいるという方は、ぜひ一度ボランティアセンターまでご相談くだ
さい！
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がんばれ熊本！！

/29
（金）

平成２８年熊本地震義援金
街頭募金運動を行いました！！

４月１４日の夜以降に発生した熊本地震では熊本県、大分県などで大きな被害が発生しました。被災
された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
市民社協では VCM 運営委員や各地域社協の方々のご協力をいただき、ＧＷの初日となる４月２９日
の午後、ＪＲ吉祥寺駅・三鷹駅・武蔵境駅前で義援金の街頭募金運動を実施しました。当日は台風並み
の大変な強風で、立っているのも大変な状況の駅もありましたが、「被災された方々のために」と小さな
お 子 さん から 高齢の方ま で多くの方が立ち止ま って募金に ご協力下さ り、３ 駅の合計募金額は
496,480 円となりました。
事前に市民社協事務局にお届けいただいた募金を足した 600,980 円を 5 月 6 日に熊本県共同募金
会へ送金させていただきました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

７月おとぱサロン

「思い出を残そう」～カメラのカナメ！！！～
おとぱサロンはシニア世代の方の地域デビューを目的としています。
（「おとぱ」はお父さんお帰りなさいパーティ（１面参照）の愛称です）
カメラ撮影が趣味の方、昔お子さんの成長を記録していた方、カメラで地域デビューのチャンスです！

〇日

時

７月９日（土）
14:00～16：00（受付開始13:30）

〇会
〇内 容
〇講 師
〇対 象
〇持ち物
〇申・問

場

市民社協

会議室

お手持ちのカメラでキレイに撮れる基本テクニックの説明と体験
三浦 玄紀氏（株式会社

文伸）

シニア世代の男性・女性

○定

員 20名（申込順） ○参加費 なし

デジタルカメラまたはデジタル一眼レフカメラ
電話・Ｅメールでボランティアセンター武蔵野（ＶＣＭ）（右上参照）まで
※お申込みの際は、氏名・住所・連絡先をお知らせください
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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。

☆日時・・・7 月 21 日(木)・22 日(金)・23 日(土)

午前 10 時～12 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
☆定員・・・20 名 ☆参加費・・・なし
※定員を超えた場合は全日参加できる方を優先し抽選
☆場所・・・市民社協会議室
☆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⑥出席可能日 を記入して下記へ
☆締切・・・７月 11 日（月）必着
申込み・問合わせ

〒180-000１ 武蔵野市吉祥寺北町１-９-1
福）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
「こども手話教室」担当

TEL0422-23-1170

№5084

№5078

外出付添い

七夕のつどいの手伝い
[内

[内 容]イベント（映画上映会）で来場者の誘導、

容]八幡町のグループホームより近所へ外出

（お買いもの等）する際の車いす介助
[活動日]月２回土曜日 ９：30～11：15
[依 頼]50 歳代女性
[場 所]八幡町のグループホーム
[募 集]１名（女性）
[備 考]左半身にマヒがあり車いすを使用

主に高齢者・障がい者を担当
[活動日]７月３日（日）①９：00～ ②13：00～
[依 頼]武蔵野市民社会福祉協議会
[場 所]亜細亜大学（境 5-24-10）
[募 集]①２名 ②２名 計４名
[備 考]●昼食あり ●交通費なし

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
★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！
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となります。

武蔵野の森を育てる会

事務局長 田中純江

写真のように、大勢が集まってワイワイにぎやかな
会です。活動場所は住宅街の中に残っている貴重な雑
木林「独歩の森」（＊独歩とは、文豪「国木田独歩」のこと）
を含む武蔵野市立境山野緑地（境 4-5）です。
活動内容のポイントは以下の３点です。
１．草取りや掃除など、森の簡単なお手入れ作業
どなたでもできる作業なので、会員以外の方も大勢
参加しています。会員がその日の作業を計画し、道
具の準備をします。会員以外の方は、集合時刻に現地に来て、「自己紹介の時間」後、説明を
受けながら会員と一緒に作業をします。
２．さわやかな空気を吸って、体を動かすことで味わう爽快感
人と向かい合って行うボランティアではなく、相手は自然環境です。経験のない人もみんなと
一緒だから楽しく体を動かすことができます。そして、その作業が環境保全につながって、人々
の役に立つのですから、すがすがしさは格別です。
３．いろいろな人と一緒に働く、出会いの場
大人はもちろんですが、大学生や高校生、子どもたちとその親御さんなど…。みんなで作業し
た後は、お茶とお菓子で「ふり返りの時間」もあって交流が深まります。
だれでも最初は初対面。あなたも一度のぞいてみませんか。
＊皆さまの参加をお待ちしています。毎月第二・四日曜の午前中に作業。長袖、長ズボン、帽子、
動きやすい靴で。市内公共機関にチラシ、会のＨＰもあり。問合せ： 090-5533-2316

2016 年夏！体験ボランティア
「2016 年夏！体験ボランティア」（夏ボラ）は夏休みの間を利用して、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。
オリエンテーション

①７月 ４日（月）18：00～ ②７月 13 日（水）18：00～
③７月 16 日（土）14：00～ ④７月 20 日（水）18：00～

※オリエンテーションへの
参加は必須！！

体験期間
報告会

⑤７月 30 日（土）14：00～※各回１時間（内容は全て同じ）
場所：市民社協会議室

定員：各回 30 名（先着順）

７月 18 日（月）～８月 20 日（土）
①８月 27 日（土） ９：00～ 場所→かたらいの道市民スペース
②８月 29 日（月）14：00～ 場所→武蔵野プレイス

※夏ボラ体験参加費→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）
また活動場所によって、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

問合わせ

VCM（１面右上参照）まで
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VОL ６２

境福祉の会“境学習室”は子どもたちの“居場所”を作ろうと昨年７月に始めら

ボランティア
活躍の場から

れた活動です。武蔵境自動車教習所のご好意で教習所の教室をお借りして毎

境学習室ボランティア

時間は 19 時までで４名のボランティアが子どもたちの勉強のサポートを行っ

松尾

綾乃さん

週一回水曜日に学習室は開かれます。
当日は 17 時頃になると近くに住む小学生や中学生が集まってきます。学習
ています。皆ボランティアセンターに登録されている活動会員の方です。今回
はその一人、杏林大学の学生、松尾綾乃さんにお話をお聞きしました。
松尾さんは「学習室に集まってくる子どもたちはそれぞれに宿題を持ってき
ます。私たちは子どもたちが勉強に集中できるよう、また学習を楽しめるよう
になればと思っています。」と子どもたちにとって学習室が継続して通える楽し
い場になることを大切にされているそうです。この活動を始めたきっかけは「も
ともと子どもが好きで子どもに携わるボランティアがしたいと思ったから。」と
か。子どもたちとどのように接していくか葛藤した時もあったそうですが、活動
はとても楽しいと話してくださいました。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員長

酒井陽子

平成 28 年度の VCM 運営委員は 20 名です。男女ほぼ半数、70 代も
20 代も、ボランティア活動 10 年以上のベテランも４月から参加の方もと
いう多彩な顔ぶれです。偏っていないメンバー構成が強みで、運営委員会
では様々な意見が出ますが、VCM 事業にも参加して、座っているだけじゃ
ない VCM 運営委員です。
さて、熊本地震はまだ終息の気配がなく、被災地の人たちの恐怖と疲労
は私たちの想像以上でしょう。この VCM 通信発行時、九州は梅雨の時期
かもしれません。私たちに出来ることは何でしょう。現地で直接手伝いをす
ることが出来なくても、義援金や希望物資を送ること、被災地の様子を気
にしていること、支援の方法はいろいろです。

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

６
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