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ボランティア団体との
協働講座

失語症は脳卒中や事故による脳の損傷のために起こる言葉の障害です。
話すことだけではなく、聞いて理解すること・文字の読み書きも不自由になり、社会生活に支障をきたします。
構音障害は言葉の面では話すこと（発音）だけが不自由になります。どちらの障害についても知る機会は少なく、
私たちの住む地域でも当事者やその家族が孤立している状況です。
言葉の障害について知り、上手にコミュニケーションをとる工夫を学んで地域活動に参加しませんか？

◇日

◇会

２月 24 日（土） 14：00～16：00
②３月２日（金） 18：30～20：30

時:①

◇対 象：失語症・構音障害の当事者家族
または関心のある方

場：①商工会館４階ゼロワンホール（吉祥寺本町 1-10-7）
②武蔵野プレイス４階フォーラム（境南町 2-3-18）

◇講

師：①松田 江美子氏（言語聴覚士）
②田村 洋子氏（言語聴覚士）

◇定 員：各回 50 名
◇参加費：無料
◇申・問：ＶＣＭ（右上参照）
※両日同じ内容で行いますので
どちらかにご参加ください

●会

２月 おとぱサロン

場：市民社協 会議室

（吉祥北町 1-9-1）
●内 容：聴覚障がい者が普段困っている
ことや生活の工夫について
挨拶や自己紹介などの手話表現
を学ぶ など
●講 師：今泉 恵美氏
（武蔵野市聴覚障害者協会）
※当日手話通訳あり
●対 象：シニア世代の男性・女性

2 月 10 日（土）
14：00～16：00
耳の聞こえない方が普段どんな生活の工夫

をしているかや災害が起きたときどんな
ことが起きるのか知っていますか？

●定 員：20 名（申込順）
●参加費：無料
●持ち物：なし
●申・問：ＶＣＭ（右上連絡先）

今日から始められる簡単な手話を覚えて、
交流の幅を広げましょう！
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３月 おとぱサロン

「モチつきペッタン体操」など簡単で楽しく
できる体操を五日市街道沿いきたまち接
骨院の院長が分かりやすくお伝えします。

●会

場：市民社協 会議室

●定 員：20 名（申込順）

（吉祥北町 1-9-1）

●参加費：無料

●講

師：津幡 寿昭氏（きたまち接骨院 院長）

●持ち物：動きやすい服装

●対

象：シニア世代の男性・女性

●申・問：ＶＣＭ（右上連絡先）

ＶＣＭからの活動報告（12 月～１月）
12/13 12/21
（水）

（木）
ボランティアを始める前の基礎講座として、ボランティアの流
れや活動内容、活動時の心得などを説明しました。その後、現在
ボランティアとして地域で活躍している方から、ボランティアを
始めたきっかけや、魅力についてお話しいただきました。
参加者のみなさんからは「気負わずにボランティアを始められ
そう」「漠然としていたボランティアのイメージが身近なものに
感じた」などのご感想をいただきました。このオリエンテーショ
ンがボランティアを始めるきっかけになると嬉しいです。
ボランティアのご相談はいつでも受け付けておりますので、お
気軽にＶＣＭまでご連絡ください！

カメラボランティア写真展を実施しました
○実施日時：12/11(月)～15 日（金） ○会

場：武蔵野プレイス１階 ギャラリー

地域のイベントや施設・団体の活動風景の写真撮影をしていただ
いているカメラボランティア講座の集大成として、カメラボランテ
ィア写真展を実施しました。今回は武蔵野プレイスのギャラリーを
上記期間お借りし、ボランティアでお世話になった方や武蔵野プレ
イスにご来場者などたくさんの方にお越しいただきました！

５０点の作品がズラリ！！

写真に写った各イベントのスタッフの方や参加者の笑顔から、カ
メラボランティアの方々の作品としてだけではなく、市内の活動な
どの楽しそうな様子もご覧いただくことができたのではないかと思
います！！
カメラボランティアの方々、そして写真撮影の実習にご協力いた
だいた施設の方々、ありがとうございました！
むさしのＦＭの取材も受けました！
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/20
（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年度
より１月中旬の「防災とボランティア週間」の時期
に開催しています。今年も【３日前に震度 6 強の地
震が発生し、多くの被害が発生している】という想
定で、実際の災害時にセンターを設置する武蔵野市
民文化会館で訓練を行いました。
当日は朝早くから約７０名の市民、都内の大学生
にボランティア役としてご協力いただき、ボランテ
ィアの依頼受付やボランティアの受け入れから活
動先への送り出しまでの訓練を行いました。この訓
練はセンタースタッフのための訓練ですが、ここ数
年は多くの方々にボランティア役としてご協力い
ただいています。ご参加いただいた皆様、ありがと
うございました！
今後は訓練の結果をもとに災害ボランティアセ
ンター運営マニュアルの見直しを行う予定です。

登録票に
ご記入下さい

受付でのボランティア登録の様子

広報係では被災状況や支援に関する
情報を集約し、情報発信しました

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～２０２０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）にご記入のうえ、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１6日（金）

※選考は選考委員会を開催して決定します
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一般財団法人

冠婚葬祭文化振興財団

★対象：地域の種々災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業、地域つながり事業など社会貢献活
動を行う各種団体や、社会貢献に資する調査・研究を目的とした事業など。
★助成金：１件の上限 200 万円（但し研究助成事業は上限 100 万円）。総額 1,000 万円。
★申込締切：平成 30 年 2 月 28 日（水） 必着
★申込方法：http://www.ceremony-culture.jp
★問合せ：一般財団法人 冠婚葬祭財
TEL: 03-3500-4211

BumB

東京スポーツ文化館

★対象：①都内在住・在学・在勤の高校 1 年生以上でおおむね 30 歳までの方が中心となって活動す
るグループで、代表者が 20 歳以上 30 歳以下の方。
②これから発足または、発足 3 年以内のグループ。
③社会参加、課題解決・社会への有益性、創造性、継続性のあるグループ。
★助成金：1 グループの上限 30 万円とし、5 グループ
度。総額 100 万円。
★申込締切：平成 30 年 4 月 25 日(火) 消印有効
★申込方法：http://www.ys-tokyobay.co.jp
★問合せ：BumB 東京スポーツ文化館 社会教育セクション 担当:坪田
TEL：03-3521-7323 FAX：03-3521-3506

公益財団法人

東京都公園協会助成金

★対象：東京都を緑豊かな都市にするため「緑と水」の普及啓発に寄与した市民。
①技術部門、論文部門： 過去 2 年間に作成で未発表のもの。(学内や社内等でのものは、その
限りではない。)
②実施記録及び報告部門、ボランティア・社会貢献活動部門： 東京都内在住・在勤・在学の方、
都内の市民団体・企業・学校・公共団体など。
★助成金：最優秀賞 10 万円
★申込締切：平成 30 年 3 月 31 日(金) 必着
★問合せ：公益財団法人東京都公園協会 緑と水の市民カレッジ事務局
TEL：03-5532-1306 FAX：03-5532-1307 E メール：college@tokyo-park.or.jp
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！

№ 4817 障がい児の見守り
[内 容] あそべえ（放課後余暇活動）での特
別支援学級児童の活動支援と見守
り
[活動日] 毎週月・水・金曜 14:00～17:00
[依頼＆場所]
武蔵野市地域子ども館境南あそべえ
[募 集] ２名
[備 考] 対象児童３～４名
●動きやすい服装

№ 4655 庭の草花の手入れ
[内 容] 草花の剪定、植え替え、水撒き、
草むしり、庭全体の手入れなど
[活動日] 第１,３木曜 9：30～11：00
（雨天除く）
[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）
[備 考] ●動きやすい服装
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朗読奉仕の会むさしの

代表 米丸倶子

私たちの活動は、市の情報を音声にして市内の視覚障
がい者の方に郵送で届けることです。
昭和 47 年、近所の目の不自由な方に、子どもさんの学
校からのお知らせを読んであげたことから始まったボラン
ティアが組織化され、会として続いてきました。文明の発達
に伴って、媒体はテープから CD に変わってきています。
人が情報を認識するのは、目から 80％と言われていて、
視覚障がいは情報障がいとも言われます。音声(音訳)と
点字(点訳)が視覚障がい者の知る権利を保障する手段と
いえます。音訳は視覚障がい者の目の代わりです。私たち
は市が発行するさまざまな広報を音訳しています。(出版
された本などの音訳は図書館朗読奉仕の会が行っていま １月定例会の様子（中央コミセン３階会議室）
す。)
○音訳している物：市報むさしの（毎月 1 日・15 日）、武蔵野市議会だより（年 4 回）、社協だよ
りふれあい（毎月）、つながり（年 3 回）、障害者福祉のしおり（年 1 回）、ぷ
れっそ（年 4 回）、保存版むさしの健康だより（年 1 回）、季刊むさしの（年
4 回）、まなこ（年 3 回）、選挙公報など・最新版が出る度に音訳している
武蔵野市ごみ便利帳、武蔵野わたしの便利帳、武蔵野市防災ハンドブック
最近の広報はイラストや図表が多用されているので、耳で聞いただけで理解できるように読み手の工夫も必
要です。読みの勉強会を毎年行って自分たちの技量を磨いたり、全国組織や東京都の組織に所属して最新の情
報を確認したり、研修会や講演会に参加しています。良い姿勢で、丁寧に読んでいると、私達の心身も鍛えられ
ています。
おおよそ 4 年に 1 度、市民社協・ボランティアセンター武蔵野と共催で音訳者養成講座を開きます。3 か月間
読みや機械操作の勉強をしてから少しずつ市報の音訳に参加していきます。次回は来年を予定しています。ご
参加をお待ちしています。
問合せ TEL：0422-22-2863（代表宅）

平成 30 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 30 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。

加入受付：

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うえ、

３月５日（月）から

５月 31 日（木）までに

（補償期間 ４月１日～平成 31 年３月 31 日まで）
掛

金：

ご返送ください。

300 円（A プラン）～
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ボランティア
活躍の場から
むさしの琴の会

今回の取材は公益社団法人大正琴協会の一組織、琴伝流(きんでんりゅ
う)“むさしの琴の会”でした。武蔵野市民会館で 10 名ほどのメンバーが練
習に集まっておられる所をお邪魔して取材させて頂きました。代表の方は
岡本啓子さん、今回インタビューに応対して下さった方は小副(こぞえ)初
音(はつね)さんでした。
演奏する楽器は大正琴です。私は初めて拝見いたしましたが、それはパ
ソコンのキーボードを大きくして二本の弦を張った様な格好で、ベース、テ
ナー、アルト、ソプラノの 4 種の琴が有ります。取材訪問した当日はベース１
台、テナー１台、アルト３台、ソプラノ５台をお互いにコラボさせながら演奏
されたのですがその醸し出す音律は絶妙でありました。
演奏する曲は 「古城」「手のひらに太陽を」「明日があるさ」などなど懐
メロも多く、高齢者施設へのボランティア訪問では一緒に歌ってもらったり
しているとのこと。こうしたボランティアでの施設訪問は年１０回ほど、また
年２回５月と１１月に武蔵野スイングホールなどで演奏会を開かれています。
メンバーは約５０名、高校 2 年生のヤングから最高齢８９歳の方迄幅広
く、男性も２名ほどいらっしゃいます。新しく始めたいという方も随時募集し
ておりますので、ぜひご連絡ください。練習日は毎月第一・第三金曜です。
尚、当会の設立は昭和６１年、その歴史は 30 年ほどになるとのことでした。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

赤坂 奈子

成蹊大学学生ボランティア本部 Uni.に所属している赤坂と申します。
運営委員会に参加させて頂き、普段関わることのない大人の方々から意見
を頂いたり議論に参加したりすることで普段の大学生活では得られないこ
とを学ぶことができ、月に一度の運営委員会は私にとって非常に有意義な
ものです。
ボランティアをしている方の中には長きに渡って地域の活動に携わり、その
中で信頼関係を築いている方が多くいらっしゃいます。そのような中で個人
の活動期間が限られている学生団体の一員として、後輩への引継ぎが重要
だと思います。学内だけではなく、学外の方と関わる大切さを後輩に伝え、
よりよいボランティア団体にしていきたいと思っております。

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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