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VCM とボランティア団体との協働講座

今年はナープア・フラサークルと協働して開催します。
フラダンスでストレス発散や運動不足を解消しながら楽しくボランティアしませんか？
子育て中のママさん、大歓迎です！

日

①３月 18 日（土）10：00～12：00
時 ②３月 30 日（木）14：00～16：00
会 ①中央コミュニティセンター２階大広間（中町 3-5-17）
場 ②市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
内容 子連れでも参加できるフラダンスの実践と団体紹介
対 女性限定（子どもを抱っこしたり、近くで一緒に踊れます）
象 ※当日保育はありません
定員 ①30 名②20 名（申込順）

参加費 無料

持ち物 飲み物、動きやすい服装（裸足で活動）
、タオル
申・問 VCM（上記参照）

2020 年東京オリンピック・パラリンピック特集②

オリンピック・パラリンピッ
クに向けてルーマニア語で道案
内をしたいという方が多く、講
座などを通してルーマニア語を
教えています。また武蔵野ブラ
ショフ市民の会でも、通訳等で
武蔵野市をサポートしていきま
す。

武蔵野ブラショフ市民の会に
聞きました！

★☆一言ルーマニア語講座☆★
〇こんにちは

⇔ブナ ズィア

□ありがとう

⇔ムルツメスク

〇お元気ですか⇔チェ マイ ファチェツィ
□元気です
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⇔ビーネ

い

おいしいコーヒーの淹れ方
２/11

家庭でできるおいしいコーヒーの淹れ方や、豆知識をプロから学びます。

（土）

お店のようなコーヒーを学びましょう！

14：00～16：00
会

場

吉祥寺西コミセン分館（吉祥寺本町 4-10-7）

講

師

田代 洋介氏（タリーズコーヒージャパン株式会社）

対

象

シニア世代の男性・女性

参加費

定

員

16 名（申込順）

1,000 円（おつりの無いようお持ちください）

高齢者施設ボランティアとわが老後
３/11
（土）

３月は福祉とボランティアで地域デビュー！
高齢者施設 武蔵野館に伺って施設で活躍するボランティアについて
学びながら、自分の老後についても考えるきっかけにしませんか？

14：00～16：00
★会場

<集合>関前コミュニティセンター（関前 2-26-10）
<見学>社会福祉法人プラットホーム 武蔵野館（関前 2-16-5）

☆内容

高齢者施設の見学など

★講師

大脇

☆対象

シニア世代の男性・女性 ☆参加費

★定員

15 名（申込順）

秀一氏（社会福祉法人プラットホーム 武蔵野館施設長）

２月３月のおとぱの申・問
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なし

VCM（１面右上参照）

ＶＣＭからの活動報告（11 月～１月）

2016 年も武蔵野市に

がやってきた！
昨年度大好評だったサンタボランティア講座が
今年もやってきました！新しいサンタボランティアが
2 名加わり、今年も市民社協公認サンタが市内の施設
に笑顔を届けに行きました。
あたたかく迎え入れてくださった施設の方々、そし
て参加してくださった方々にお礼申し上げます。サン
タ役の活動は内容が様々で、子どもたちへのプレゼン
ト配り、歌や紙芝居のプレゼントなど、子どももサン
タも一緒に楽しむことができました。参加者の方々に
盛り上げていただき、素敵な雰囲気のなかで活動する

また
会いましょう！

ことができました！

吉祥寺北コミュニティセンター親子ひろば、
吉祥寺南町コミュニティセンター親子ひろば、
親子ニコニコ広場（中央福祉の会）

/21
（土）

この訓練は大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの運営訓練として平成１８年より１
月中旬の防災ボランティア週間の時期に開催しています。今年度は会場となる市民文化会館が改修
工事中のため、例年のセンター運営訓練ではなく、講演会とワークショップを武蔵野市役所にて実施
しました。
講演会は「被災地支援の現場における災害ボランティアセンター
の役割」というテーマで、東京ボランティア・市民活動センターの加
納佑一氏にお話しいただき、一般市民の方を含め、100 名を超える
参加がありました。続いて関係機関によるワークショップを実施し、
被災者のニーズをどのように把握し、支援していくかについて話し
合いました。災害ボランティアセンターの運営の現場では「押し寄
せた多くのボランティアへの対応」がクローズアップされがちです
が、改めて被災者のニーズに寄り添っていくことの難しさと大切さ
を感じました。本訓練での検討内容は現在ＶＣＭにおいて策定中の
災害ボランティアセンター運営マニュアルに反映させる予定となっ
ています。
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ＶＣＭの事業運営にご協力いただける運営委員を募集いたします。
運営委員の方には毎月１回開催されるＶＣＭ運営委員会への出席のほか
小委員会やＶＣＭ主催イベント・事業でのご協力をお願いしています

〇募集 若干名
□任期 ２年（４月１日～２０１９年３月３１日）
〇申込 以下の項目についてＡ４用紙（様式指定無し）にご記入の上、ＶＣＭ窓口まで
ご持参ください（郵送不可）
①ボランティア活動、地域福祉活動の実績
②運営委員としてやってみたいこと、自己アピール
□締切 ２月１７日（金）
※選考は選考委員会を開催して決定します
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

№5002

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！

№5082

料理クラブの補助

[内

容]特別養護老人ホーム利用者の
簡単な調理の補助
[活動日]毎月第４水曜 13：30～15：30
[依頼＆場所]さくらえん（桜堤 2-8-31）
[募 集]１名
[備 考]●ボランティア保険加入必須
●動きやすい服装で

児童療育の手伝い

№5223

[内

容]障がいのある児童の療育活動
の手伝い
[活動日]月曜～金曜 13：00～17：30
学校休業日 10：00～16：00
[依頼＆場所]放課後等デイサービス
ささえ（本町 1-35-14）
[募 集]10 名
[備 考]●20 代～40 代（学生可）
●上履き持参
●動きやすい服装で

[内

入浴後のドライヤーかけ

容]利用者が入浴した後のドライ
ヤーかけ
[活動日]月曜～土曜
9：30～12：30 の間
[依頼＆場所]東京老人ホーム
（西東京市柳沢 4-1-3）
[募 集]２名
[備 考]●エプロン持参
●ボランティア保険加入必須
●動きやすい服装で
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むさしの紙芝居一座

代表

足立 恵子

雑木林だった武蔵野に人々が移り住んだのはいつごろ・・・？
１６５７年明暦の大火、俗に言う「ふりそで火事」と言われた大火事が
ありました。吉祥寺というお寺の門前町の住民が焼け出され移り住
んだのが、今の吉祥寺一帯です・・・！
武蔵野の歴史・昔話を創作紙芝居にし、語り継いでいくことにより
地域への愛着を高め、異世代交流をはかり豊かな人間関係の構築
が出来ればと平成１９年「紙芝居作り講座」の受講生が一座を立ち上げ口演活動を始めました。
毎月「コピスふれあいデッキ」（写真上）にて定期口演をし、高齢者施設・学校・子ども施設でのお祭
りなど「依頼があればどこでも伺います」と年４０回程の口演をし、平成２８年度は武蔵野ふるさと歴
史館（写真下）に於いて隔月に口演しています。
【創作紙芝居のタイトル】
ご も ん そ

〇明治：御門訴事件
武蔵野に初めて汽車が走った日
〇昭和：ギザギザ屋根の中島飛行機 等
小さなお子様向けの楽しいお話や、交通安全啓発紙芝居もいたします。
問合せ TEL

０９０－４０７８－６１３４

Mail

ａ．ｋｅｉｋｏ５１＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

平成 29 年度

※個人活動会員の方のみお送りしています

現在ご加入の保険は３月 31 日をもって補償
期間が終了します。４月以降も継続をご希望

平成 29 年度の VCM 会員登録更新の

の方、これから活動を希望される方は加入の

ご希望をお伺いするため、更新確認

手続きをお願いいたします。

ハガキをお届けいたします。アンケート
など必要事項をご記入の上、

加入受付：

５月 31 日（水）までに

３月６日（月）から

ご返送ください。

（補償期間 ４月１日～平成 30 年３月 31 日まで）

掛

金：

300 円（A プラン）～
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VОL ６６

ボランティア
活躍の場から
まちの保育園 吉祥寺

吉祥寺本町、井之頭小学校のすぐ隣に“まちの保育園 吉祥寺”
があります。今回はこの保育園にお邪魔して園長の庄司さんと
コミュニティコーディネーターの中西さんに当園のユニークな
活動についてお話をお伺いしました。
ここは保護者や地域と連携を取りながら０歳から小学校に上
がる前までの子どもたちが生活する『認可保育園』です。現在 65
人の園児を預かっているそうです。紹介したい活動は色々あり
ますが、その一つに家庭から生ごみを持ち寄って土を作り、園児
が当施設の屋上にある菜園で野菜や花を育てる活動があり、地
域の団体「クリーンむさしのを推進する会」と連携して行ってい
るものです。また、手作りのオモチャを一緒に造ることや、節
分・ひな祭り・七夕などの行事での保護者やボランティアの参
加、近隣小・中・高校の生徒たちとの交流があり、こうした出会
いが園児の学びにつながっていきます。
その他、家庭同士の横の連携や定期的に開かれるパパ会、ママ
会の存在も見逃せません。
あなたも地域の住民として当園の活動に参加・協力してみま
せんか。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

和田

寛

運営委員会では書記をしています。事務局や各分野で活躍している運営
委員の話を詳しく聞くことができ、大変勉強になっています。
わたし個人としては細々と地域のボランティア活動や仕事を通して高齢
者と関わってきましたが、自身が２年前 65 歳となって、介護保険証が送ら
れ、年金も給付されるようになりました。高齢者としての日常生活動作や認
知機能の変化も自覚するようになっています。日々の自分自身の日常生活
に関心を持って観察できるので「高齢」とは何なのかを考えられるようにな
っています。
最近地域では高齢者の「介護予防」に関するボランティア活動やサービス
が行われるようになっています。わたしもこの活動にできる範囲で参加し、
地域での共助を通じて交流をしたいと思っています。

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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