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ボランティアの皆様に日頃の感謝を込めて・・・
ＶＣＭでは日頃地域で活動してくださっているボランティアさんに感謝の気持ちを込め、
今年も「ボラカフェ」を開催します。
ミニイベントやカフェ、ＶＣＭや登録団体の活動を紹介するコーナーなど盛りだくさんです。

お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください！

会

場：市民社協（吉祥寺北町 1-9-1）

内

容：●ボランティアによるミニイベント

〇ボランティア交流タイム
●ほっと一息 カフェコーナー
〇販売ブース
●ＶＣＭ登録団体コーナー
〇ボランティア相談コーナー など
問合せ：ＶＣＭ（右上参照）
☆活動会員の皆様には後日案内を差し上げます
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第 18 回 ようこそ地域へ！あなたが活きる地域デビュー！

～男女シニアのための地域活動紹介～
「お父さんお帰りなさいパーティ（愛称：おとぱ）」は、主にシニア世代の方に、
第２の人生の生きがいを見つけてもらうことを目的に開催しています。
当日は、ボランティアや福祉、趣味、環境、国際関係など、地域でさまざまな活
動をしている団体をご紹介します。
自分にピッタリな活動を探しに、ぜひお越しください！

〇会

場

武蔵野スイングホール 11 階レインボーサロン
（JR 武蔵境駅北口徒歩２分）

□定 員 50 名（申込順）

〇参加費

500 円

□申・問

電話・E メールでボランティアセンター武蔵野（VCM）
（１面右上参照）まで

※お申込みの際は、氏名・住所・連絡先をお知らせください
プログラム
●講演「吉祥寺あれこれ～写真で綴る武蔵野市～（仮）」・・鈴木 育夫 氏（（株）らかんスタジオ会長）
●地域活動団体紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パネル展示などによる団体紹介
●交流タイム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地域デビューに向けた参加者同士の交流

『ぷらっと歩こう
ノルディックウォーキング編』

『宗教の世界史』

４月８日（土）14：00～16：00

５月 13 日（土）14：00～16：00

☆会

★会場

市民社協 会議室
（吉祥寺北町 1-9-1）

★講師

杉本 博 氏
（碁遊人・
お父さんお帰りなさいパーティ実行委員）

場

都立武蔵野中央公園
（八幡町 2-4-22）

☆
（東京都ノルディックウォーキング連盟

専務理事）

三原 芳枝 氏
（メディカルノルディックウォーキングインストラクター）★定員

金子 惠一 氏
（NPO 法人

☆定員

むさしの歩こう会

理事長）

30 名（申込順）

4 月 5 月のおとぱの申・問

20 名（申込順）

サロンにもぜひ参加してね！
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VCM（１面右上参照）

ＶＣＭからの活動報告（２月）
おとぱサロン開催！
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い

おいしいコーヒーの淹れ方

（土）

▽講

師 田代 洋介 氏、野口 真由 氏
（タリーズコーヒージャパン株式会社）
▽参加者 15 名（男性 12 名、女性３名）

＠吉祥寺西コミセン分館

２年ごとの開催も今回で４回目、毎回 Tully’s coffee の田代さんとアシスタ
ント（今回は野口さん）のお二人がみごとな手さばきで魔法のようにおいしい５
種類のコーヒーを提供。こうすれば一味ランクが上のコーヒーが入れられると
参加者 15 名に懇切丁寧に教えていただきました。
お湯の温度、豆の量、お湯の注ぎ方等手取り足取りの指導で、出来立てのコ
ーヒーを試飲した参加者が思わず“うまい、おいしい”の一声。カフェラテ、アイ
スフロートなどの簡単な作り方を伝授していただきました。
コーヒー豆の産地により豆にも個性があり手軽に家庭で世界の味が楽しめ
ます。人生の楽しみが又一つ増えたようだと参加者の声がありました。
（記：辻田彪 委員）

№5041 レクリエーション活動の補助
[内 容]演奏や踊りの披露や将棋や囲碁、
話相手、折り紙・手工芸などの趣味
活動の補助

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 面右上参照）まで！

№5240

[内

[活動日]日曜～金曜①10：30～11：30
②14：00～15：00
③15：30～16：30
[依頼＆場所]
ジャパンケア武蔵野デイサービス
（吉祥寺南町 2-38-7）
[募 集]数名
[備 考]●上履き持参●駐車場あり

保育室の手伝い

容]日本語教室実施中の乳幼児の

№5250

見守り

[内

児童の見守り・遊び相手

容]障がいのある子ども（小１～
高３）の見守り・遊び相手
[活動日]月曜～土曜 14：30～18：00
[依頼＆場所]
（社福）おおぞら会放課後等デイサー
ビスあすは Kids（八幡町 1-6-1）
[募 集]２名
[備 考]●20 歳～50 歳代希望
●動きやすい服装で

[活動日]５月 11 日～７月 14 日の間の
毎週木か金曜 9：45～12：15
[依頼＆場所]国際交流協会（ＭＩＡ）
（境 2-14-1 スイング９階）
[募 集]各日３名
[備 考]●エプロン持参
●外国語が話せなくてもＯＫ
●次期（秋期）の活動継続の際
は要会員登録
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２０１７年度 手話/点訳 講習会 受講生募集！
講習会名

手話講習会

日

程

時

〇昼クラス
午前 9：45～11：45
〇夜クラス
午後７：00～９：00
場所：武蔵野スイング
ビル/スカイルーム
（境 2-14-1）

5 ／ 18 ～ ２ ／ 22
（８月は休み）

市内在住・在勤・
在学の高校生以上

木曜日

全 28 回

手話通訳養成
クラス
市内在住・在勤・

10：00～12：00

5／20～３／３

場所：市民社協/会議室

土曜日（全 22 回）

（吉祥寺北町 1-9-1）

在学の高校生以上
点訳講習会
入門
（日本語基礎編）

間

10：00～12：00
場所：武蔵野プレイス
/スペースＡ
（境南町 2-3-18）

5／19～7／21
金曜日（全 10 回）

定

員

各 30 名

受講資格
試験合格者

10 名

対

象

☆初級（初めて学ぶ方）
☆中級（初級修了者または
同程度の方）
☆上級（中級修了者または
同程度の方で市手話通訳
者、通訳ボランティアを
目指す方）
通訳養成クラス（上級修了
者で市手話通訳者を目指す
方）
試験：４月８日（土）
午後１時 市民社協会議室

市内在住・在勤・在学の
高校生以上

◆申込方法
①氏名（ふりがな）②年齢

③住所

④電話・FAX 番号 ⑤希望する講習会名（手話講習会は昼夜の別、

最終修了クラス名・年度、手話学習経験歴、手話サークル所属者はサークル名）
⑥在勤・在学者は勤務先・学校名（所在地と電話番号）を明記のうえ、往復ハガキでお申し込みください。
定員を超えた場合は抽選、ただし手話講習中・上級は前年度初・中級修了者優先
◆申込締切
４月 19 日（水）必着。ただし、通訳養成クラスは４月４日（火）必着
＊受講の可否については、講座開始 1 週間前までに応募者全員に通知いたします

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

失語症会話パートナー（ボランティア実習）養成講座
失語症とは、意識や判断能力が維持されているのにも関わらず、脳卒中や頭部外傷などの後遺症で、話す・読む・書
く・聞くなどが困難になる言葉の障がいです。失語症のある方たちが、会話を通して自分を理解してくれる人、周囲と
の会話のかけ橋となる人を必要としています。その基礎的知識と援助技術を学んで地域で活動するボランティアを養成
します。

〇実施日・・・５月 27 日～７月 28 日

全 10 回（講習６回、実習４回）

〇場

所・・・障害者福祉センター 会議室（八幡町 4-28-13）

〇対

象・・・市内在住・在勤・在学で 18 歳以上の方

〇定

員・・・A：養成講座（講習６回、実習４回）８名 B：初回（土曜）「基礎知識編」のみ 10 名

〇参加費・・・無料

〇講 師・・・言語聴覚士

※A コースはテキスト代実費

〇申込方法・・往復ハガキに①～⑥を明記して、問合せまで
①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住所 ④電話・FAX 番号
⑤在勤・在学者は勤務先・学校名、所在地、電話番号 ⑥希望コース
※定員を超えた場合は、市内在住者・初参加者を優先し抽選
〇締

切・・・５月 12 日（金）必着

※講座開始１週間前までに全員に結果を通知します

☆★☆★☆手話/点訳、失語症会話パートナーの申込み・問合せ☆★☆★☆
市民社協 ボランティアセンター武蔵野 講習会担当（吉祥寺北町 1-9-1）
TEL 0422－23－1170
FAX 0422－23－1180
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特定非営利活動法人 音楽療法の会武蔵野(MMT)
理事長 藤本 禮子
「音楽療法」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか？
音楽の力を様々な人々の状態にあわせて楽しく健康に役立てる方法。これが「音楽療法」です。
私たちは、日本音楽療法学会（名誉理事長 日野原重明）によって認定された音楽療法士が中心と
なって、福祉施設や医療施設、そして「地域に開かれた音楽療法」として武蔵野市と小金井市で地
域の方々に参加していただく音楽療法を行っています。
また音楽療法を知っていただくための「音楽療法講演会（講演と体験）や音楽療法の出前「一
緒に音楽、コンサート」、そして音楽療法の勉強会なども行っています。
地域に開かれた音楽療法は、以下のように行っています。
【６０才以上の方々に】
①毎月第１月曜日 １０：３０～１２：００
ケアコート武蔵野（武蔵野市）
②毎月第３金曜日 １０：１５～１１：４５
桜町市民いこいの家（小金井市）
【障がいのあるお子様に】
ご相談に応じて、内容・日時を検討させていただきます。
音楽療法にご興味のある方はご連絡ください。
写真は、2016 年 12 月 6 日スイングホールで開催された
「音楽療法講演会」第２部でいつも音楽療法に参加されて
いる方々が「ベートーベンの第九」を演奏されている場面です。
問合せ先→特定非営利活動法人 音楽療法の会武蔵野(NPO MMT)
Tel: 080-9030-8769
Mail: mmtinfo@jcom.zaq.ne.jp
HP: http://m-mt.org

＊平成 29 年度
変更のお知らせ

ボランティア保険について＊

平成 29 年度分は、保険金額が次の通り変更になります。

①死亡・後遺障害保険金額

A
B
C

平成 28 年度

平成 29 年度

13,400 千円
24,400 千円
33,400 千円

10,300 千円
17,000 千円
22,800 千円

A
B
C

平成 28 年度

平成 29 年度

13,400 千円
24,400 千円
33,400 千円

13,100 千円
23,600 千円
32,300 千円

②A プランの入院保険金日額

平成 28 年度：5,500 円→平成 29 年度：4,500 円
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VОL ６７

ボランティア
活躍の場から
武蔵野自然塾

今回はＮＰＯ法人 武蔵野自然塾の活動を紹介いたします。活動の拠点
は市内北町３丁目にある自然観察園（北町ビオトープ）です。この場所に
は、トンボ池や様々な樹木の四季を観察出来る里山の林、蛍や珍しい昆
虫を飼育しているケージなどがあって、自然体験ができる興味深い種々
のイベントを実施しています。
活動しているスタッフは約 40 名です。環境カウンセラーや気象予報士
など様々な資格を持っている方が多く、当園の維持管理の他に当園が
主催するイベントでも活躍しています。また主な活動は他にも月２～３回
行われる生き物観察会や落ち葉のステンドグラス造りなど自然とふれあ
うプログラムがあります。さらに、当園で毎年行われるケージでの蛍観
察やキャンプ、シュノーケル体験の指導なども挙げられます。
四季がある日本ならではの自然のドラマに触れることが出来、学校教
育も補う活動です。対象は幼稚園の園児から一般成人です。テレビゲー
ムなどを相手に空調の効いた室内で過ごしがちな最近の子どもたち。
そんな子どもたちに自然の中に飛び出してもらうサポートを日々行って
いるそうです。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

酒井 陽子

2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが行われますが、1964 年の
オリンピックから半世紀以上、生きている間に 2 度目があるとは信じられ
ない気持ちです。会期中は、選手だけでなく観戦者も世界中からやって
くるので、東京だけでなく日本中が国際色豊かで賑やかになることでし
ょう。
武蔵野市は武蔵野アール・ブリュットを 7 月に実施し、東京オリンピック・
パラリンピック開催まで毎年行います。武蔵野市立吉祥寺美術館を中心
に数か所のギャラリーで作品展示をしますので、吉祥寺で障害者アート
を愉しむことができます。
4 日間の作品展示とイベントには、ボランティアの協力が不可欠です。
アートなボランティアをご一緒しませんか。

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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