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ボランティアに興味はあるけれど、どんなことをするのだろう
そもそも私ができるのかしら・・・？
誰もが思うボランティアに対する不安をスッキリさせて、楽しみながらはじめたい方向けの講座です
う す い

☆講

師・・・碓氷

美香 氏（心のビタミンラボ

みかんのカウンセリングルーム）

☆対

象・・・市内および近隣地域でのボランティアに興味のある方、コミュニケーション

力を身に付けたいと思う方
☆参加費・・・無料（ボランティア保険未加入者は別途保険（300 円～）にご加入願います）
☆定

員・・・20 名（申込順、ただし全日参加できる方優先）

☆会

場・・・吉祥寺北コミセン
日

☆申・問・・・VCM（右上参照）

時

内

容

＜自分の能力を活かす＞
①

9月29日（木）
10：00～12：00

ボランティアというとどんなイメージがありますか？話を聞いたりお手伝いをした
りはもちろんですが、他にもいろいろあります！まずは自分がどんなことが好きな
のか、得意なことは何か、見つけていきましょう。
＜会話力を高める＞

②

10月6日（木）
10：00～12：00

人と接する時はコミュニケーション力が高いほど楽しい時間になりますが、そこ
に欠かせないのが“会話”です。この講座では話の聴き方、言葉の伝え方を学び
ます。また、お子さんやお年寄りなど対象者別に会話のコツをお伝えします。

各自希望する分野の施設を選択し、ボランティア体験
＜フィードバックのグループワーク＞
③

10月27日（木）
10：00～12：00

実習を終えて気づいたことや、こんな場合どう対処すればいいのかなど、参加者
でグループワークをしながらいろんな思いをシェアします。楽しくボランティアを
スタートさせるきっかけにしましょう。
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お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

絵を見る・描く

９月 おとぱサロン

芸術の秋、絵の世界に触れてみませんか。絵の見方や描き方について体験しましょう

９月 10 日（土）14：00～16：00
○場所：吉祥寺西コミセン分館（吉祥寺本町 4-10-7）
○講師：滝沢

具幸 氏（武蔵野美術大学

○対象：シニア世代の男性・女性

名誉教授・日本画家）

○参加費：無料

○持ち物：お持ちの画材（水彩絵の具・色鉛筆など）、
モチーフ（描きたいもの、小物、写真など）
○定員：20 名（先着順）

○申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

ＶＣＭからの活動報告（５月～７月）
たくさんの“ありがとう”を込めて…
/

ボラカフェ OPEN

（日）

日頃ボランティアとしてご活躍いただいているみなさ
まへの感謝のイベントとして 5 月 29 日（日）ボラカフェ
を OPEN しました。
1 日限りのイベントではありましたが、約 150 名の方
にご来場いただき、アメ細工・バルーンアート・手話な
どの体験や日舞・江戸小噺・アルパの鑑賞など盛りだく
さんの内容で実施しました。
今年はボランティアのみなさまへの「ありがとうの気
持ち」を VCM の運営委員や職員がメッセージにして
掲示しました。こちらのありがとうメッセージはしばらく
ボランティアセンターに掲示しておりますので、近くに
お立ち寄りの際はぜひご覧ください♪
これからもみなさまに愛されるボランティアセンター
を目指して励んでまいりますのでご協力をよろしくお願
いいたします！
2

シニアの地域デビューを応援！

/12

第 17 回お父さんお帰りなさいパーティ
を開催しました

（日）

参加者数

一般参加者 18 名、実行委員 11 名、地域活動団体 21 団体（31 名）

合計６０名

その他来賓（武蔵野市長）・視察・取材など 9 名

定年後の生き方の一つとして地域での活動を知っていただくため毎年開催しており、今回で１７回目
を迎えました。
パーティは、主催者および武蔵野市長のあいさつの後、（一財）天誠会 理事長 天野久美子氏に
よる講演「お父さんお力を貸してください」を行いました。講演では、地域活動の原点として社会福祉
施設でのボランティアの実情・意義などを中心にお話しいただきました。
その後、具体的な地域活動団体紹介、団体紹介パネルの見学、参加者同士の意見交換や、交流を
図りながら、盛況のうち閉会となりました。
参加いただいた方の多くは、地域で多くの団体が活動していることを知り、これからの人生の新た
な選択肢を見つけていただけたことでしょう。
次年度も本パーティをさらに価値あるものとしていきたいと考えています。
（記：後藤誠一 実行委員長）

７月おとぱサロン開催！
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（土）

参加者数

カメラのカナメ!!!
～露出がわかればカメラがわかる～
一般 7 名（男性 3 名、女性 4 名）、実行委員 6 名、 合計 13 名

今回のサロンは身近にあるカメラを持参し、カメラ操作を学ぶ入門セミナーで
した。
"露出とは"という点を中心に、前半はプロジェクターを使った基礎講義、後半
は参加者の実写とその作品に対する講評という形で進められました。焦点や構
図について丁寧に説明していただきました。
撮影場所は当初屋外(武蔵野八幡宮)を予定していましたが、あいにくの雨で
室内となり少し残念でした。
皆さんが持参したカメラはプロ級の物からスマホまでいろいろでしたが、おお
いに参考になったと思います。
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（記：斉藤秀夫 委員）

№5115

№5135

夏祭りの手伝い

デイサービスでの
将棋相手

[内 容]準備、片付け、ゲーム補助
[活動日]８月 28 日（日）
９：00～15：00
[依頼・場所]
（西久保 3-5-8）
[募 集]10 名
[備 考]●食事あり
●自転車置き場あり
●動きやすい服装で

[内 容]将棋の相手、お話し相手など
[活動日]毎週（火）
・（木）・
（土）
（特に土曜日大募集）
13：00～15：30
[場所・依頼]サンメール尚和
（西東京市新町 1-11-25）
[募 集]各日男性１名
[備 考]●食事・交通費なし
●認知症にご理解のある方

№5125

№5126

(株)ベネッセスタイルケア

グランダ武蔵野

東部フェスティバル
当日の手伝い

東部フェスティバル
前日準備の手伝い
[内

容]来場者誘導、自転車整理、
ブース手伝い、後片付け
[活動日]９月４日（日）９：00～16：00
[依 頼]東部フェスティバル実行委員会
[場 所]本宿小学校（吉祥寺東町 4-1-9）
[募 集]10 名
[備 考]●食事あり ●上履き持参
●動きやすい服装で

[内

容]地域イベントの
会場準備（体育館掃除、
机・パネル搬入、飾り付け）
[活動日]９月３日（土）13：00～16：00
[依 頼]東部フェスティバル実行委員会
[場 所]本宿小学校（吉祥寺東町 4-1-9）
[募 集]10 名
[備 考]●上履き持参
●動きやすい服装で
№5124

ドライブレクリエーション付き添いボランティア
[内 容]NPO 法人 MEW 利用者の１日外出付添い(移動はタクシー)
[活動日]９月 26 日（月）８：30～17：00 [依 頼]武蔵野市民社会福祉協議会
[場 所]江ノ島・鎌倉（集合・解散は武蔵野市役所）
[募 集]15 名（定員を超えた場合は抽選）
[申 込]市民社協ドラレク担当（詳細は、折込チラシを参照）
[備 考] ●参加費 700 円 ●事前説明会あり ９月 16 日（金）10：00～11：30

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！
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特定非営利活動法人「武蔵野すこやか」

理事長 星田 正

武蔵野市が平成 16・17 年度に実施した、市民による認知症予防の取り組みに参加した高齢者
を中心に、平成 18 年度以降も自主活動を継続し、平成 20 年に任意団体化、平成 23 年８月に NPO
法人格を取得しました。
会の設立当初より、「むさしの認知症予防の会ぐるーぷコグ・マ」とともに、認知症について
の理解促進と認知症予防活動の実践を目的に事業を展開しています。
現在の会員は約 100 名。認知症予防プログラムは、有酸素運動により脳の血流を増すことで認
知症の発症を遅らせることや、加齢とともに衰える脳の機能をグループでの知的活動で鍛え認知
症予防を図るもので、パソコン・運動・料理など 13 の小グループと健康麻雀講座の１同好会で
活動しています。全体事業としては、市民社協や武蔵野市の助成を受けて市民公開講座や認知症
予防研修、バス研修・音楽会等を実施しています。また、近隣自治体で活動している団体との交
流を図っているほか、全国団体との交流会へも参加しています。
現在、武蔵野市における認知症患者数は、3,000 名を超え、2028 年には約 4,800 名と予測され
ています。また WHO によれば 2050 年には世界中で 1.1 億人にもなり、特にアジア圏、中でも日
本ではその増加が著しいと予測されています。安心できる老後の生活、また医療費や介護保険料
の低減を図るためにも、認知症予防の必要性がますます高まっています。皆さんのご参加をお待
ちしております。
公開講座「認知症やガンなどの生活習慣病全般を
病気別に予防する日常生活とは？」
日時：９月 20 日(火)13:30～15:00
会場：市役所 811 会議室 参加費：無料
講師：東京都健康長寿医療センター研究所
青柳幸利氏
講座終了後「脳の健康度テスト」を予定
（テスト代別途：800 円）

公開講座の様子

使用済み切手大募集！！
市民社協では使用済み切手を募集しています。
ご寄付いただいた使用済み切手は地域に住むボランティアさんたちがきれ
いに切っています。整えられた切手は専門業者で換金され、市民社協が行う
地域福祉事業の貴重な財源となっています。
使用済み切手がありましたら、ボランティアセンターまでお持ちください！
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VОL ６３

今回は 5 月 29 日、ボランティアセンター武蔵野で開かれた“ボラカ

ボランティア
活躍の場から
飴細工ボランティア

海宝

和養さん

フェ 2016”の体験ブースで飴細工体験コーナーを開いていただいた
かいほうかずやす

海宝和養 さんを紹介いたします。海宝さんは現役のサラリ―マンで
すが、VCM の活動会員として活動なさっています。
最初は趣味で飴細工を学ばれたとのことでした。そして大阪まで
出張して弟子入りし、今では 3 年ほどのキャリアをお持ちです。
飴細工に使うオーブン、パラチニットと言う飴の原料、食紅などは
すべて自前で用意されています。
ボラカフェの会場ではカエルや兎、リスなどを作って大忙し、来場
した子ども達やお父さんお母さんに大好評でした。
海宝さんの活動先は高齢者施設、幼稚園、障がい児施設などで、
飴細工体験も行っています。それぞれが自分で作った飴細工を食べ
ることが出来るので、大変喜ばれるとのことでした。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

中澤 英子

毎月行われる運営委員会での、意見やお話は、毎回勉強になっています。
委員会の中の小委員会（講座小委員会、ネットワーク小委員会）では前年
度の振り返りをしては新しい企画（サンタボラや、カメラ入門講座）を考え事
務局の方と楽しく取り組んでいます。講座の募集も早々にうまるようにな
り、うれしく思っています。ボランティアセンターに登録をして色々なボラン
ティアを体験でき幅広く活動を重ねることができました。私は自分も楽しめ
るボランティアで、これからも経験を活かした運営委員活動が出来たらと思
います。

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

６

●武蔵野八幡宮

Ｂ●
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