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１２月おとぱサロン

認知症はこわくない！
～私たちにもできる
認知症予防～

◇会

場：市民社協 会議室（吉祥寺北町 1-9-1）

◇内

容：講座「認知症を予防するには？
認知症の人を支えるには？」
今日からはじめられる認知症予防体操など
す ず き

◇講

や す こ

師：鈴木 泰子 氏
（介護老人保健施設 小金井あんず苑
在宅支援室室長）
ひ ら の

た い こ

平野 泰子 氏
（介護老人保健施設 あんず苑

自分も認知症になるかも―――

作業療法士）

知り合いが認知症になって―――
認知症に対して知らず知らずこわいイメージを

◇対

象：シニア世代の男性・女性

もっていませんか？

◇定

員：20 名（申込順）

武蔵境駅北口にある「あんず苑」を運営する
天誠会の方がわかりやすく認知症を解説します！

◇参加費：なし

◇持ち物：動きやすい服装でお越しください

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１月おとぱサロン
☆会 場：市民社協

新春書初め交流会

会議室

（吉祥寺北町 1-9-1）
☆内 容：書の心構えや二瓶氏の
ボランティア活動についてのお話、
書初め体験、交流会 など
に へ い

がくふう

☆講 師：二瓶 嶽風 氏（書象会副理事長）
☆対 象：シニア世代の男性・女性
平成 30 年は書初めから！

☆定 員：20 名（申込順）

年初めの気持ちを書で表しませんか？

☆参加費：500 円

はじめての方も安心の書道体験です。

☆持ち物：毛筆（お持ちの方のみ）

サロン終了後は交流会も予定しています！

※交流会は一品持ち寄り歓迎

問合せ：ＶＣＭ（右上連絡先）
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～いつものわたし ×ボランティア～
気軽に楽しくボランティアはじめませんか？
あなたの趣味や経験がボランティアに
なるかもしれません！
まずお話を聞いてみたい という方も大歓迎です！
〇日時①１２月１３日（水）１０：００～１２：００

②１２月２１日（木）１９：００～２１：００
□内容：ボランティアをはじめる前の基礎講座
・ ボランティアコーディネートのしくみ、

もしものときに備えて（ボランティア保
険のご案内）など
〇場所：①②市民社協会議室
□対象：ボランティア未経験者歓迎
〇定員：各 20 名（先着順）
□申込：電話・FAX・メールにて
VCM（１面右上連絡先）
ＶＣＭからの活動報告（１０月～１１月）
/１
（日）

大学間ネットワークイベント

大学間ボラ～集まれっ！現代っ子～

会場：さくらえん
→市民社協会議室

今回の大学間ネットワークイベントは“大
学間ボラ”ということで、大学間ネットワー
クに参加している２大学３団体の学生でボ
ランティア活動を行いました。
桜堤にある高齢者施設『さくらえん』で、合唱（故郷・上を向いて歩こう・
世界に一つだけの花 など）や折り紙、あやとりを利用者の方々と一緒
に楽しみました。当日参加した学生は計３８名。また利用者の方々にも
たくさんご参加いただき、とても盛り上がりました！これまで大学間
ネットワークでボランティアに行くという企画はあまりなく今後につな
がる活動になったのではないかと思います。
活動後は、ＶＣＭにて学生同士の交流を目的とした『パンケーキ作り対決』を
行いました。お題は“ＳＮＳ映えするパンケーキ”です。５つのチームに分か

れ、どのチームが一番ＳＮＳ映えするかを対決しました！ホットプレートが温
まらない、なかなか焼けない・・・などハプニングもありましたが、最終的に
はどのチームも見た目も味も最高のパンケーキが出来上がりました☆
今後も学生の活動に期待しています！！
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１０月おとぱサロン
/14
（土）

武蔵野 DE バードウォッチング

14：00～16：00
会場：御殿山コミセン～
井の頭恩賜公園

講

師：馬場

裕

氏（日本野鳥の会

翻訳グループ）

参加者：一般 11 名（男性７名、女性４名）
実行委員８名、事務局１名

合計 20 名

今回のおとぱサロンは、バードウォッチングの物知り博士『馬場

裕』さん

をお招きして、井の頭自然文化園を散策しながら秋にやってくる野鳥観察
のさわりを体感する、バードウォッチング講座でした。
自然に親しむ、その方法としてバードウォッチングは手っ取り早い。しかし、
奥がとても深いと感じました。
バードウォッチングは季節によって、やってくる鳥の種類が異なり、四季
折々の楽しみ方があり、１０月は冬鳥がやってきはじめる頃でマガモやユリ
カモメを始めとして様々な鳥を観察することができます。あいにく当日は今にも雨が降りそうな天候で、井の
頭公園を１時間ほど散策しまして、池にくつろぐ水鳥や、木々をさえずり渡る小鳥を見ることができました。講
義では、バードウォッチングの心得、いろいろな鳥の見分け方、鳥の習性などをお話しいただき、参加者にはそ
の楽しさを感じていただけたと思います。
機会があれば、季節を変えてバードウォッチングをもう一度楽しみたいと思います。
（記 ：後藤 誠一委員）

/４
（土）

/９
（木）

14：00～16：00
会場：武蔵野プレイス
10：00～12：00
会場：市民社協会議室

話し方・聴き方講座
～フォローアップ編～

昨年度の「話し方・聴き方講座」に続いてフォローアップ編の講座を行い、ボランティア活動をしている方や、
ボランティアに関心のある方にご参加いただきました。
「話しの切り出し方が難しい」「自分がわからない内容の話題の時に、どうしたら良いのかわからない」など、
日頃の活動で受講者が感じているコミュニケーションの不安や悩みを共有し、話を聴く時、話しかける時のアド
バイスをもらいました。
また、ボランティア活動を続けることが難しくなってしまった状況の事例について、自分だったらどうするの
かを一緒に考えました。無理なく楽しくボランティアを続けていくポイントは「自分自身を大切にすること」との
ことです。
ボランティアを楽しみながら続けていただけるようＶＣＭがお手伝いします！ご相談等がありましたら、お気
軽にご連絡ください。
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第１９回北川奨励賞
★対象：難病や障がいのある子どもたちとその家族に対して社会医学的な実践、セルフヘルプ活動、
またはボランティア活動を進めており、すでに何らかの実践を行っている個人、または比較
的規模の小さなグループ等。
★助成金：１件５０万円を上限とし、申請内容により贈呈金額を決定。助成金の総額２００万円。
★申込締切：１月１２日（金）必着
★申込方法：http://www.teamcg.or.jp/
★問合せ：特定非営利活動法人コーポレートガバナンス協会 北川奨励賞事務局
TEL:045-263-6965 FAX：045-263-6966 E メール：info@teamcg.or.jp

全日本社会貢献団体機構 社会貢献活動支援のための助成
★対象：①子どもの健全育成支援事業（概ね１８歳以下の子どもを対象とする事業・研究）
★助成金：限度額 １件３００万円
★申込締切：１２月１５日（金）必着
★申込方法：http://www.ajosc.org/
★問合せ：全日本社会貢献団体機構 TEL：03-5227-1041 FAX：03-5227-1049

第１３回アステラス・スターライトパートナー患者会助成
★対象：患者または患者家族の会、患者会の連合組織、患者支援団体等で、以下の対象疾患・領域の
団体が対象となります。→臓器移植医療、泌尿器疾患、自己免疫疾患、循環器系疾患、内分
泌・代謝疾患、腎疾患、筋骨格系疾患、血液および造血器疾患、感染症、呼吸器系疾患、消火
器系疾患、中枢神経系疾患
★助成金：総額 １,０００万
★申込締切：１２月２２日（金）
★申込方法：https://acsprtnavi.c-nuage.jp/~astellas_slp/as/application/guideline
★問合せ：アステラス スターライトパートナー事務局
TEL：03-3244-5110 FAX：03-3244-0492 E メール：star-light@jp.astellas.com

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！

№3953

入浴後の整容と
フロア誘導など

№5400
パソコン教室の講師
[内 容]障がいのある方のパソコン教室
（ワード・エクセル）の講師
[活動日]月２回※応相談
水曜日 13：30～15：00
[依頼＆場所]就労支援センターＭＥＷ
（西久保 1-6-25-301）
[募 集]１名

[内

容]入浴後の利用者の整容
（ドライヤーかけ）後、フロア誘導
[活動日]月曜～土曜日 14：30～16：00
[依頼＆場所]
ゆとりえ（特別養護老人ホーム）
（吉祥寺南町 4-25-5）
[募 集]４名
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合唱団リボン

代表 保泉 香織

私たち合唱団リボンは、音楽を通して人・地域・世代を結び、聴く人
に力を与える音楽を届けることを目的に、音楽ボランティア活動をし
ています。高齢者施設訪問がメインですが、地域の音楽祭にも出演し
ています。2017 年 11 月には病院でコンサートもさせて頂きました。
これまでの活動で、お話をするのが困難な方が私たちと一緒に
歌を口ずさんでくださったり、ほとんど寝たきりの方が手遊び歌で一生懸命手を動かそうとしてくださった
り、数々の感動する出来事がありました。
音楽療法士・看護師・介護職のメンバーもおりますので、これからも研究しながらより良い活動ができるよう
頑張っていきたいと思います。
【活動について】
コンセプト：１．リボンを結ぶように人と地域と音楽を結びます。
２．リボンをかけるように、「プレゼント」になる歌を届けます。
３．「Reborn」にかけて、いつも新しく挑戦します。
〇練習日：月 3 回（土日どちらか）

〇練習場所：武蔵野市内のコミュニティセンター

〇所属人数：２０名（女性）
※メインで運営しているのは 20～30 代ですが、40～60 代の方にもご参加頂いております。
年代に関わらず活動に興味を持っていただけた方からのご連絡をお待ちしております♪（女性限定）
E-mail: ribon.choir@gmail.com
HP: http://ribonchoir.wixsite.com/website

武蔵野市では大規模災害時に武蔵野市民文化会館に災害ボランティアセンターを設置することとしており、
毎年１月に関係機関と合同で災害ボランティアセンターの運営訓練を実施しています。
このたび、本訓練にボランティア役としてご協力いただける方を募集いたします。

日

時：１月２０日（土）

９：００～１２：００

会

場：武蔵野市民文化会館（中町３-９-１１）

内

容：災害ボランティアセンターの運営訓練

★本訓練はセンタースタッフのための訓練です。
みなさまには災害発生時に、災害ボランティアセンターに駆けつけた
ボランティア役として訓練にご協力をお願いします。
＊災害ボランティアセンターとは？
被災地・被災者のために、全国から駆けつけるボランティアを受け入れ、
ボランティアを必要とする活動先につなげる役割を担います。

申込・問合せ：市民社協

TEL 0422-23-0701

E メール shimin@shakyou.or.jp
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VОL ７１

ボランティア
活躍の場から
高砂 友紀さん

真面目で優しい高砂さん、
ＶＣＭからの依頼を笑顔で
引き受けてくださいます！

今回はボランティアとして活躍なさっている武蔵野市在住の方に焦点
をあてさせて頂きました。ＶＣＭ活動会員である高砂友紀さんです。現在大
学４年生でこれから社会に飛び立とうとする好青年です。ＩＴ産業への就職
が決まっており、就職後も時間を割いてボランティア活動を続けていきた
いと、その抱負も語ってくださいました。
高砂さんが今まで活動してきたボランティアは、コミセン祭りやチャリテ
ィーコンサート、車いすを使って行うシッティングバレー、東部フェスティバ
ル等各種イベントの手伝いです。その他にも、障がいのある子どもたちの
外出支援や桜堤児童館での子どもたちの遊び相手、高齢の方の自宅にて
家具の移動を手伝うなど、実に多岐、多種に渡ることには驚かされまし
た。高砂さんの一番得意とする分野は、子ども相手のボランティアとのこ
とでした。
高砂さんがボランティア活動を始めたきっかけは、大学３年生の時に参
加したＶＣＭ主催の“夏！体験ボランティア”だと伺いました。動機は地元の
方々との触れ合いに魅力を感じたから、とのことです。
今回のインタビューでは、高砂さんの若さ溢れるボランティア活動のお
話から、私も元気を頂きました！
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

唐澤 真智子

定年後の事を思い"自分には何が出来るのだろう"と考えていた昨年、『ボラ
ンティアのための聴き方・話し方講座』に参加したのがきっかけで、VCM の方
からお声をかけていただき、運営委員として活動する事になりました。活動
を始めると、ボランティアセンター武蔵野や武蔵野市民社会福祉協議会が
実は、身近なもので自分や家族を助けてくれていて、接点があるんだ、とい
うことを知る事が出来ました。まだ、右も左もわからない事ばかりですが、
地域のために少しでも力になれるならと思います。困った時の神頼み では
なく、困った時は VCM(^-^)！さぁ、あなたも「参加してみませんか？ 」

年末年始のお知らせ
年末１２月２９日（金）～年始１月３日（水）
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

6

