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社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会

ボランティアセンター武蔵野

TEL:0422-23-1170 FAX:0422-23-1180
Ｅメール vcm@shakyou.or.jp

〒180-000１ 武蔵野市吉祥寺北町１－９－１（１階）

ＵＲＬ http://www.shakyou.or.jp
ぜひご参加ください！

「2017 年夏！体験ボランティア」（夏ボラ）は夏休みの間を利用して
地域で活躍する施設や団体でボランティア体験ができるプログラムです
対

象

参加費

市内在住・在学・在勤の中学生以上（オリエンテーションの②のみ高校生以上）の方

200 円（ボランティア保険未加入の場合、別途 300 円～が必要）
※活動先によって、昼食費・交通費・腸内細菌検査などの諸費用がかかる場合があります

夏ボラの流れ●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇

●〇●〇●
●〇

オリエンテーション

①７月 ３日（月）18：00～

②７月 ７日（金）19：00～

③７月１５日（土）14：00～

④７月２１日（金）18：00～

⑤７月２９日（土）14：00～

⑥８月 ３日（木）14：00～

☆会

場：市民社協会議室（②のみ武蔵野プレイス）

☆定

員：各回 30 名（先着順）

※各回１時間（内容は全て同じ）
※オリエンテーションへの
参加は必須！！

☆申・問 :ＶＣＭ（右上参照）
ボランティア体験申込

７月３日（月）～８月１２日（土） 9：00～16：30
☆受

●ボランティアコーディネーターと一緒に個別で
体験先を決めます

付：ＶＣＭ窓口

ボランティア体験

７月１７日（月・祝）～８月１９日（土）
※時間は活動先によって異なります

●市内の高齢者・障がい者・子ども施設、環境団体などに
分かれてボランティア体験！

交流会

①８月 ９日（水）14：00～16：00 ☆会 場：武蔵野公会堂
②８月２１日（月）14：00～16：00

☆会

場：武蔵野プレイス
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●活動前の不安や悩み、
活動後の感想などを参加者全員で
話し合いましょう！

ＶＣＭからの活動報告（３月～５月）
ＶＣＭとボランティア団体との協働講座

/18

/30

（土）

（木）

「みんなで踊るフラ講座
～親子でもフラッとはじめられるボランティア～」

今回は、ナープア・フラサークルと協働して講座を行いました。ナープア・
フラサークルは、施設や地域のイベント等でフラダンスを披露するボラン
ティア活動をしていて、会員の中には子育て中のお母さんもいます。
参加者はフラダンスを初めて体験する方がほとんどでしたが、ステップ
や手の動き等を教えてもらい、講座を通して一曲を踊れるようになりまし
た。お子さんと一緒の方も多く、抱っこしながら踊ったり、一緒に動いたりし
ながら楽しみました。
最後は、ナープア・フラサークルのみなさんが素敵なフラダンスを披露し
てくれました。子育てをしながらボランティア活動に参加する方が増える
きっかけになると嬉しいです。

おとぱサロン４月

/８
（土）

ぷらっと歩こうノルディックウォーキング編

芝田講師からのノルディックウォーキングのおすすめポイントは、①消費カロリーが通常の歩行に比べ、
120％になること（ちょっと魅力）②腕の動きは肩の力を抜き、楽な姿勢で無理をしないこと。
軽い体ほぐしの体操の後、都立武蔵野中央公園内を大きく一周しました。今更公園の広さを実感！何周か
した後、輪になってゲーム感覚のワークが入り、参加者同士の会話もはずみます。最後に再度三周し、快い疲
れを感じるころ終了となりました。
その後、ノルディックウォーキングのグループに出会うとちょっと観察している自分がそこにいるのは言う
までもありません。
（記：鯰田 昭子 委員）

おとぱサロン５月

/12
（土）

宗教の世界史

今回のサロンは事前の評判が高く、募集 30 名に対して会場収容能力を工夫して 35 名エントリーしました。
あいにくの雨でしたが会場一杯の参加者が集まり、熱気のあるセミナーとなりました。
今回のテーマ・題材は宗教なので、心の問題として扱うと大変難しい反響になりますが、講師の取り上げ方
が客観的な史実に基づき世界と時代を俯瞰するという方針を貫いていましたので、好評でした。
活発な質疑もあり、これを機にこの分野の勉強をしてみたいと言っていた参加者もいて、大変有意義なサ
ロンでした。
（記：斉藤 秀夫 委員）
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/22

/25

（土）

（水）

一からはじめるボランティアさんの
オリエンテーション

昨年度実施したボランティアオリエンテーションの内容をより充実化させ①ボランティアとは？、②ボラン
ティア活動までの流れ、③武蔵野市のボランティア活動例、④VCM 事業を紹介！の内容で行いました。
今回ご参加いただいた方は、現在ボランティア活動の見学をしてみたり、おとぱサロンやボランティア講座
に参加されたりと、さっそく具体的に活動いただいております。
これからボランティアをはじめたい方、新しい活動を探してみたい方は次回ぜひご参加ください！

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！

№5256

保護者（英語）と
スタッフ（日本語）の通訳

№5265

[内

[内

容]保育園での保護者とスタッフのコミ
ュニケーションのサポート
[活動日]毎週月曜～金曜（週２、３回程度）

[募

[活動日]第２、４火曜 14：00～16：00

[内

[依頼＆場所]ライフサポートＭＥＷ

頼]子育て応援スペースとことこ
所]とことこ保育室みぃとこ
（関前 3-41-14 HOUYA101）
集]数名

№5294

容]ワンピースやスカートなど洋裁プロ
グラムにおける講師

9：00～10：00/16：55～17：10

[依
[場

洋裁プログラムの講師

（中町 3-4-9 ディアハイム武蔵野１階）

七夕のつどいの手伝い

[募

集]１名

[備

考]●交通費支給

№5295

[内

外出の付き添い

容]身体・知的障がいのある方の
介助・見守りなど
[活動日]①７月 ６日（木）、②13 日（木）
③７月 18 日（火）
すべて 9：30～16：00
[依 頼]あさやけ作業所
[場 所]①・②大宮鉄道博物館
③武蔵村山イオンモール
[募 集]各日５名
[備 考]●交通費支給
●食事あり（上限 1,000 円）
●動きやすい服装

容]来場した高齢者と障がい者の誘導
（①午前②午後）

[活動日]７月２日（日）
①９：00～12：00
②13：00～16：00
[依頼］武蔵野市民社会福祉協議会
[場所]文化会館（中町 3-9-11）
[募 集]各２名
[備 考]●昼食あり
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７月おとぱサロン
あなたもきっと武蔵野の噺家になれます！
滑稽噺、人情噺、芝居噺、怪談噺などを覚えて果敢に挑戦してみましょう！
はまること請け合いです。あなたの周りの人たちを笑いの渦に引き込みましょう！

７月８日（土）14：00～16：00
〇会

場：市民社協 会議室（吉祥寺北町 1-9-1）

〇内

容：落語の実演と解説（漫談、枕、本題、落ち）
：落語の面白さ
：ひょろ松氏が定年後から落語をはじめたきっかけとは など

〇講

師：むさしの亭 ひょろ松 氏（武蔵野落語同好会 会長）

〇対

象：シニア世代の男性・女性

〇参加費：なし

〇定

員：20 名（申込順）

〇申・問：ＶＣＭ（右上参照）

手話であいさつや自己紹介をしたり、歌をうたったり、楽しく学んで耳の聞こえない方
との会話を始めてみませんか？

7 月 22 日(土)・24 日(月)・25 日(火)
午前 10 時～12 時
:武蔵野市在住の小学 2 年生～6 年生
（2 日以上出席できる方）
:20 名
※定員を超えた場合は全日参加できる方を優先し抽選
:なし
:市民社協会議室(吉祥寺北町 1-9-1)
:往復はがきに
①住所②氏名（ふりがな）③電話番号④学校名⑤学年
⑥出席可能日を記入してＶＣＭ（１面参照）へ

７月 10 日（月）必着
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敬称略、順不同

●委員長

酒井 陽子

田中 由佳

唐澤 真智子

千種 豊

小澤 洋祐

武平 光幸

原田 隆子

北川 史歩子

中西 信介

鯰田 昭子

滝野 美奈子

夏目 重美

中澤 英子

田中 邦忠

森井 篤

本木 弘子

清本 賢生

成蹊大学学生ボランティア本部（赤坂 奈子）

堀 一美
和田 寛

４月のＶＣＭ運営委員会にて
辞令交付式を行いました

今年度もよろしくお願いいたします！

武蔵野ブラショフ市民の会
理事長 渡部 法雄
武蔵野市とルーマニア国ブラショフ市は友好都市！！
1992 年武蔵野市が中心となって、ブラショフ市から交
響楽団を招聘、その時のボランティア等が中心となって
結成されたのが、“武蔵野ブラショフ市民の会”です。今年
６月で 24 年目。武蔵野市が 2020 年オリンピック・パラリン
ピックのルーマニア国ホストタウンに決定しました。さらに
草の根の活動の輪を広げていきましょう。みなさまの参加をお待ちしています。
【当会の活動】
★日本語・日本文化研修の為の研修生招聘事業。市の３年間の招聘事業中止決定を受けて、
当会が毎年１名を招聘し、今年で 18 人目（８月 15 日～９月４日）。去年は、招聘生の『ルーマ
ニア語講座』や『料理教室』（写真下）が好評でした。（この事業は、市民社協とＭＩＡから助
成を受けています）
★年に一度、ルーマニア大使館のみなさまとの研修日帰りバスツアー（ 2016 年度は、
2017/3/12 栃木蔵の街と渡良瀬遊水地へ４名の大使館員と 35 名の会員参加）
★ルーマニア語講座の開催（月２回水曜日 2,000 円 日本語の堪能なルーマニア人を講師
に迎え文化や言葉を学んでいます）
★年５回会報紙発行

問合せ

＊ＴＥＬ・ＦＡＸ：0422-43-4421 （副理事長 平井 安子）
＊E-mail: musashino_brasov2008@yahoo.co.jp
＊ＨＰ： http：//www.geocities.jp/musashino_brasov2008/
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VОL ６８

ボランティア
活躍の場から
ＮＰＯ法人ペピータ

NPO 法人ペピータは、緑町一番街の商店だった場所を借りて活動を行
っている団体です。活動は多岐にわたっていますが、主に日中一時支援
事業「ペピータくらぶ」で、音楽療法・造形教室・書道教室・ピアノ教室・バレ
エストレッチ、ペピータスクール（学習支援）を行っています。今回は書道
教室とペピータスクールを取材させていただきました。
書道教室は障がいのある小学 2 年生から社会人までの方がお稽古に
来ています。先生のお手本を見ながら筆を使って真剣に習字をしていま
す。お手本は「むさしの」「さわやかな風」「窓を開ける」などの易しい文字
から「富士山」「吉祥寺」「黄金週間」のような難しい文字まであります。ボ
ランティアさんは、子どもたちと一緒に話をしたりして楽しそうに活動さ
れていました。
次にペピータスクールにお邪魔しました。この活動は軽度の発達障が
いの中学生以上に学習支援を行うものです。先生のボランティアさんは
全員亜細亜大学教職課程 4 年生（那須さん、稲葉さん、吉田さん）です。
自分たちで用意した教材を使って、数学･英語・漢字・お金の計算や時間
の見方を一生懸命に教えていました。
以上、お忙しい中、取材に協力して下さったペピータ事務局長
酒井陽子さんにお礼申し上げます。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

鯰田 昭子

武蔵野に住んで 60 年になります。その間、さまざまな出会いと活動が
ありました。現在は「笑顔で挨拶のまちづくり」を願って、力を合わせ話し
合いの出来る仲間と組織のあることに感謝しています。丁寧に課題と向
き合い話し合い、努力を重ねるその中で元気をもらっていると思ってい
ます。また根気良く地道な活動を続ける中で次第に輪が拡がり、市内の
小中学校の生徒と共にお父さん方の出番があることも力強く嬉しいこと
です。今後とも市民社協ともども力を合わせ、地域づくりに微力を盡した
く思っています。

あいあい
ＬＩＮＥスタンプ発売中！

市民社協キャラクター

よろしくお願いいたします！

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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