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☆お仕事サロンとは？
「市民社協に寄付された晒し布や刺繍糸、毛糸類を素敵な作品にして、みなさまに使っていただきましょう。」と
いう市民からの発案で、始まった活動が『お仕事サロン』です。
最初は小さな活動でしたが、その輪が広がり今ではボランティアセンター武蔵野の重要な活動となっています。

☆活動内容について
●切手グループ＝市民や企業などのご協力で VCM に持ち込まれた使用済み切
手の整理をしています。整理した切手は専門業者に買い取ってもらいます。

● 花ふきんグループ ＝晒し布にデザインを下書きして、刺繍糸で刺していきま
す。刺繍が完成したら縁の始末をしてアイロンをかけて完成です。デザイン画担
当もボランティアです。

●編み物・手作りグループ＝市民の方から寄付していただいた毛糸や布地を使って、
ひざ掛けや肩掛け、小物類、エプロンや手提げを作っています。

花ふきんや編み物は、市内で開催される「桜まつり」「青空市」、市民社協の「ボラカフェ｣「七夕のつどい」などで
販売するほか、VCM で常設販売をしています。
そして、これら全ての収益は市民社協を通じて地域福祉活動に還元しています。

☆活動日と活動場所は？
・毎月第 2 水曜日 10 時～15 時、市民社協の中町分室（中町 3-28-14）で活動しています。
（8 月はお休み）
・切手整理は別途、毎月第３火曜日 10 時～15 時、市民社協会議室でも活動しています。
（6 月と 8 月はお休み）
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☆各グループの様子
●切手グループ
ボランティアさんが切手の周囲 1 センチ程の所をハサミで 1 枚ずつ切っていくので根気
の必要な活動です。日本切手や外国切手、台紙のない切手や未使用切手などが混ざっ
ているので、丁寧に確認をしながら整理をしてくださいます。
●花ふきんグループ
ボランティアさんが 1 針 1 針刺していくと、動物や花柄、季節柄などの素敵なデザインが
現れてきます。完成品は使うのが勿体ないほどの美しい仕上がりで、贈り物に喜ばれる
と大好評、イベント時にはあっという間に完売してしまう人気商品です！
●編み物・手作りグループ
ボランティアさんの手編みは丁寧な作りで、編み方も様々で凝ったデザインもあります。
この毛糸に合うデザインは？と考えて仕上げてくださった作品は、体だけでなく心も温
かくなること間違いなし！

☆ボランティアからの声
・毎回サロンまでバスを乗り継いで来ています。ここにくると楽しい！

・月に一回でも、おしゃべり出来るので、お天気が悪くでもお仕事サロンへと足が向きます。
・８月はお休みだったので、９月が待ち遠しかったです。とても久しぶりの気がします。
ワークセンター大地（社会福祉法人武蔵野）のみなさまも切手の整理をして、
お仕事サロンの日に届けてくださいます。ご協力ありがとうございます

☆お仕事サロンで一緒に活動しませんか？
サークルのような雰囲気で、みんなで和気あいあいと楽しく活動をしています。
午前中だけ、午後からの参加も OK です。
見学は大歓迎ですので、ご興味のある方はボランティアセンターまでご連絡ください。

ＶＣＭからの活動報告（７月～９月）

実施期間：７/３～８/２１
参加者数：１６０名
体 験 先：５３団体

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！
一緒に夏ボラを盛り上げてくれた、サポーター
のみんなもありがとう！
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９月おとぱサロン

/８

絵を楽しむー見る・描くー

（土）

14：00～16：00
会場：御殿山コミセン

講 師：滝沢 具幸氏（武蔵野美術大学名誉教授、日本画家）
参加者：一般 13 名（男性５名、女性８名）
実行委員７名、事務局１名

合計 21 名

前半の講義で滝沢先生より絵の見方についてご講演いただきました。絵画
を歴史的に見ると、15 世紀ごろのヨーロッパでは油絵をいかに写真のように
描くかということから始まり、その後、光の当たり方を表現する印象派から近
年のピカソによるモチーフを分析して絵画を創作する手法へと発展しました。
最近では、絵筆の代わりにボクシンググローブに墨を塗って画面をたたき
あげるという手法をとる抽象派の画家も出現しているそうです。先生ご自身
は日本画の半抽象化を研究課題とされているとのことでした。
絵画の種類としては、西洋画・日本画・仏画・水墨画などがあるが、個人とし
てはどれでも好きな分野を選んで愉しむのがよい、とアドバイスをいただき
ました。
後半の絵画体験では、参加者全員のテーブル 4 つを丁寧に回っていただ
きながら、それぞれの手法を愉しむ俄か画家たちに、丁寧にワンポイント指導
をしてくださいました。
上達のコツとしては、毎週一度は絵を描くことを続ける事とのことでした。
（記 ：畑中 良夫委員）

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活動があります。
関心のある方はお気軽にＶＣＭ（1 面上参照）まで！

№5372

[内

収穫祭の手伝い

丁合作業

№5308

容]収穫祭の運営補助

[内

容]市民社協だより「ふれあい」・
ＶＣＭ通信の丁合作業

（収穫体験など）
[活動日]10 月 29 日（日）8：00～15：00

[活動日] 木曜または金曜に月１回程度

[依

頼]もりもり森クラブ

[依頼＆場所]武蔵野市民社会福祉協議会

[場

所]市民の森公園（関前 3-32）

[募

集]５名

[募

集]数名

[備

考]●動きやすい服装

[備

考]●ボランティア保険加入必須

（吉祥寺北町 1-9-1）

●昼食あり
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１０月おとぱサロン
一昨年大人気だったサロンが帰ってきました！
普段何気なく歩く散歩道・・・ふと目線を変えてみませんか？
おとぱサロンに参加して仲間とワイワイ鳥を観察しながら
地域デビューを目指しましょう！

▽会 場：御殿山コミュニティセンター１階会議室（御殿山 1-5-11）
▽内 容：バードウォッチングに関する基礎知識
バードウォッチング体験（井の頭恩賜公園を中心に）
※雨天時は御殿山コミセンにてバードウォッチング講座
ゆたか

▽講 師：馬場 裕 氏（日本野鳥の会翻訳グループ）
▽対 象：シニア世代の男性・女性

▽定 員：15 名（申込順）

▽持ち物：双眼鏡または単眼鏡など（お持ちの方のみ）
▽申・問：ＶＣＭ（１面上参照）

１１月おとぱサロン

武蔵野ふるさと歴史館は、歴史的価値を有する資料を展示する博物館で、
地域の歴史や文化を守り伝えています。
あなたも武蔵野市にもっと詳しくなりませんか？

▽会 場：武蔵野ふるさと歴史館（境 5-15-5）
▽内 容：武蔵野ふるさと歴史館の紹介
館内見学（武蔵野市の歴史を振り返る）など
よ し ゆき

▽講 師：小山 佳幸 氏（武蔵野ふるさと歴史館副参事）
▽対 象：シニア世代の男性・女性

▽定

▽申・問：ＶＣＭ（１面上参照）
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員：20 名（申込順）

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！

第１７回
盛りだくさんの企画でお待ちしています！
◇日時

10 月 21 日（土）10：00～14：00

◇内容

・イベント[食べ物・飲み物の屋台、フリーマーケット、ゲーム、ボッチャ体験、
炊き出し（防災）、ステージ発表]
・障がい者団体・施設及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 ・ワンコインマッサージ

◇会場

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（吉祥寺北町 4-11）
◇問合せ デイセンターふれあい（本庄）TEL：0422-54-5134
◇主催 第 17 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
◇共催

武蔵野市

◇後援

市民社協

作ろう！みんなのジモト Wa-shoi パートナーシップ
世話焼き人 市川 順子
3.11の震災をきっかけに、防災の取り組みと、地域における横の
つながりを再構築するため、「作ろう！みんなのジモト」をスロー
ガンに2016年１月「ジモト＝心のふるさと」を盛り上げる地域活性プロ
ジェクト、Wa-shoiパートナーシップを立ち上げました。
私たちの理念は、子育て世代や若い人々、在住外国人の地域デビュー
を推進し、多世代・多文化交流のタネをまくこと。
～地域の多様な人々が集まり～その中で何かを見つけ～新しいものが生まれる～
メンバーは、全員、地域福祉ファシリテーターや、地域コーディネーターの世話焼き人です。
◎多世代多文化交流、障がい者支援、自然環境の継承、多摩地域のつながりづくりをテーマにした
マルシェやイベントの企画、運営
（さんかくFESTA、１０Vote井の頭アースディマーケット、多摩CRAFTMARKETなど）
◎女性の生き方働き方をテーマにしたトークイベント
（男女共同参画フォーラム“まちを元気にする女性たち”、小さい赤ちゃんをもつ
ママのための講座など）などの企画、運営、スピーチ
◎出前講座や音楽演奏、在住外国人と一緒のおしゃべり料理教室など
（赤ちゃんとママのための防災講座、癒しの音楽出張ライブ ほか）
問合せ

washoiwashoi55@gmail.com

ＨＰ

https://m.facebook.com/washoiwashoi55/
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VОL ７０

ボランティア
活躍の場から
夜まわり三鷹
2017 元旦
仲間のみんなで餅つき

“ホームレス” いわゆる路上で生活している人は、色々な社会的、家庭
的な要因からやむなくホームレスになられた方々なのです。この武蔵野
市にも見受けられます。ホームレスになると住民票が無いため選挙権を
行使出来ず、あらゆる住民サービスも受けられません。
そのような状況にある人達を励まし元気付け、手助けするボランティア
活動を行っている団体が、今回紹介する“夜まわり三鷹”です。当活動に携
わる代表、荒瀬礼子さんに色々お話をお伺いしました。
メンバーは約 10 人。活動は生活保護受給、アパートの入居など具体的
生活支援の他、お正月には井の頭公園での餅つき大会、春のお花見を開
催しています。定期的な活動は毎月第一、第三土曜日に市内のホームレ
スの方々と楽しい食事会や訪問活動を行っています。また、専門家による
無料の医療や法律相談会も実施しています。
しかし、ホームレスの方々に対する偏見もまだまだ根強い様です。荒瀬
さんは“多様なものを受け入れない社会になっている”とおっしゃってい
ました。
みなさんもこの活動に参加なさいませんか！
取材・文：内藤久満

三鷹社協の祭りに参加

VCM 運営委員

森井 篤

武蔵野市に移り住んで４年になります。６５歳を区切りに会社人生に終止符
をうち、新しい人生をと意気こんでみたものの、なかなか見つからず、ある
のは時間だけでした。地元といっても新参者ですが、地元の事や近隣の方と
か知らないことばかりで、戸惑っていました。そんな折にＶＣＭの「お父さん
お帰りなさいパーテイ」に参加する機会がありました。何とはなしに参加し
たのですが、そこで、山の会に知り合った縁もあり、おとぱの実行委員に参
加することになりました。それ以来、実行委員として、毎月楽しく活動してお
ります。
これから会社人生から地元に帰ってくる方々に、少しでも役に立てればと
思っております。

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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