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特別企画

ＶＣＭにボランティア希望で来所される社会人の方が少しずつ増えてきました。忙しい仕事の合間を縫って活
動をする意義は？仕事と活動のバランスは・・・？今号は特別企画として３名の社会人の方にお集まりいただ
き、それぞれの活動についてのお話を伺いました。

武平 光幸さん
☆仕事

不動産会社営業

☆ボランティア活動
・“大野田あそべえ”での子ども
の見守り
・武蔵野八幡宮にて清掃活動 など

墨 昭宏さん

滝野 美奈子さん
☆仕事
☆仕事

歯科医師、劇団に所属

☆ボランティア活動

金融会社事務

☆ボランティア活動
・特別養護老人ホームでの風呂

・被災地支援

掃除や窓拭き

・音訳ボランティア

など

・マンション管理組合の理事、
防災会活動

ボランティアを始めたきっかけは？
滝野さん：以前、カルチャーセンターで腹話術を習っていた時、一緒に参加していた方に「老人ホームに行ってみない？」
と誘われたのがきっかけです。老人ホームでは、パペットを使った腹話術の披露をしました。最初は“ボランティ
アがしたい”というよりは“自分が持っている技術を何かで活かしたい”と思い、活動を始めました。
武平さん：40 代前半までは自分のことばかり考えていましたが、これからは人のため、社会のために活動しようと思い
ました。最初は正直、ボランティアをしたら何かいいことがあるのでは？と見返りを求めていました。ですが、
だんだんと活動するのが面白くなり、継続的に活動するようになりました。
墨さん

：会社からの紹介で、被災地支援活動に参加したことがきっかけです。やってみると充実感だとか、都度知り合
いが増えたりするなど、得るものが多いと感じ、機会があれば参加したいと思うようになりました。

1

やってみて感じたこと・魅力は？
滝野さん：最初はなんとなくで始めたボランティアでしたが、自分が披露した腹話術を見てくれた方々の喜んだ顔を見
ると自分もうれしくなり、また来ようと思いました。
武平さん：ボランティアをして人に感謝される喜びを知りました。「ありがとう。」と言われるのがとてもうれしいです。今
では人のため、社会のため、また自分のために日々活動しています。
墨さん

：私は滝野さんのように技術がある訳ではなく、あるのは時間でした。活動内容によってはしんどい時間もあり
ますが、終わってみれば充実感しか残りません。その後の一杯もたまりません。

今後の目標や同じようにボランティアをしようとしている方へ
メッセージ
滝野さん：友人が今 NPO を立ち上げているところで、そこに参加をしています。
内容としては、ダンスを通じての様々な活動になりますが、ボランティア交流も行うつもりです。自分がやって
て楽しいと思ったことが、結果的にボランティアに繋がった・・・というのもいいですよね。
武平さん：今後の活動としては、一番に障がい者を助けたいです。障がいのある方でも働ける場所をつくっていきたいで
す。また昔に比べて農業をする方が増えてきたと思うので、農業の促進に携われたらと思っています。これか
らボランティアをしようとされている方には、人から感謝される喜びを知ってほしいと思います。人生の中に、
他人の世話をする“ボランティアをする時間”を取り入れることをおすすめします。
墨さん

：ボランティアって、やってみれば楽しいです。いつ始めるか、早く始めればその分楽しい時間が増えます。何歳
になって始めても遅いということはないと思います。

“自分自身が楽しめることを”“できる範囲で”活動することで、「社会の中の新しい
居場所」を見つけたり、「人とかかわる喜び」を感じられるのだとお三方のお話をお
伺いして改めて感じました。ＶＣＭは今後も社会人の方々の活動を応援します！！

９月おとぱサロン

見て、描いて、絵を楽しみましょう。おとぱであなたの絵心を開かせませんか？
芸術の秋、思い立った今がはじめ時です。

▽会

９月９日（土）
14：00～16：00

場：御殿山コミュニティセンター2 階会議室
（御殿山 1-5-11）

▽内

容：絵画の見方（講師おすすめの美術館、作品など）
絵を描く体験 など

▽講

師：滝沢 具幸 氏（武蔵野美術大学名誉教授・日本画家）

▽対

象：シニア世代の男性・女性

▽定

員：20 名（申込順）

▽持ち物：お手持ちの画材（水彩絵の具・絵筆・色鉛筆など）
モチーフ（野菜・花・風景写真など）
▽申・問：ＶＣＭ（１面上参照）
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ＶＣＭからの活動報告（５月～６月）
ＶＣＭとボランティア団体との協働講座・こころのバリアフリー啓発講座共催事業

/11

/20

（木）

（土）

音訳ボランティアを知ろう

今回は、市報の音声版「声の市報」をはじめとする市の情報などを音訳したＣＤを作成す
る活動をしている、朗読奉仕の会むさしのと協働講座を行いました。
音訳の流れや、わりやすく伝えるためのコツなどについての説明、実際に「声の市報」等
を利用されている方の話を聞くことで、音訳ボランティアの活動がとても重要であることを
実感しました。また、「市民社協だよりふれあい」の記事を音訳する体験も行いました。
この講座を受け、朗読奉仕の会むさしのが主催する「音訳ボランティア養成講座」へ申し
込まれた方もいました。今後、音訳ボランティアとしての活躍を楽しみにしています！

/４
（日）

たくさんのご来場

ありがとうございました。

日頃ボランティアとして地域で活動していただいているみなさまへの感謝のイベントとして、今年も
ボラカフェを OPEN しました。
1 日限りのイベントではありますが、約 150 名の方にご来場いただき、大学生が企画・運営するボード
ゲームカフェやアメ細工・バルーンアート・手話などが体験できるブース、藤村女子中・高等学校の生徒に
よる演奏などのミニイベント、被災地物産品の販売コーナーなど盛りだくさんの内容で実施しました。
また、今年はボランティア交流タイムを新たに企画し、アイビーの苔玉づくりをしながら和やかな交流
の場も生まれました。当日作った苔玉は VCM のカウンターに飾っておりますので、お立ち寄りの際はチェ
ックしてみてください。

開催しました！

/11
（日）
一般参加者 17 名、実行委員 12 名、地域活動団体 19 団体（27 名）、その他：16 名

合計 72 名

超高齢社会が本格的に到来するに当たって、定年後のサラリーマンの地域での生き方がクローズアッ
プされてきていますが、武蔵野市ではこれを先取りして平成 12 年から「お父さんお帰りなさいパーテ
ィ」を開催しており、今年は第１８回を迎えました。
今回は、地域活動の第一歩は地域を知っていただくことが必要との趣旨で、その歴史を垣間見るた
めに鈴木育夫様に吉祥寺の変遷を写真で綴っていただきました。
その後、実際の地域活動の例として参加いただいた団体の方からそれぞれの活動概要を紹介いた
だき、団体紹介パネルの見学を通じて地域活動のあらましを理解していただきました。さらに、参加同士
の意見交換や参加者が興味のある団体との交流を図りながら、盛況のうち閉会となりました。
今後は、多くの方にこのイベントを知っていただき、地域に根付いた有意義な活動として発展させた
いと考えています。

（記：後藤誠一 前委員長）
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大学間イベント

（日）

成蹊大学学生ボランティア本部、亜細亜大学ボランティアセンター、
せせらぎ

亜細亜大学一般奉仕会『細流』の３団体による大学間ネットワークイベント。
今回はボラ友の輪！！４月から新入生が入り、同じボランティア団体と
してボランティア仲間“ボラ友”をつくってほしいという思いや、ボランティ
アとは何かを学ぶ企画で、当日は 37 名の学生が参加しました。
最初に各団体の紹介があり、アイスブレイクをしました。ボランティアに
関する○×クイズでは、ボランティアや他団体について学びました。最後
の交流会ではお菓子やジュースをいただきながらのお話タイム♪参加者
同士団体の垣根を越え、たくさん交流することができました！
今後も今回のイベントをきっかけに他団体で交流を深めていきたいと思
います。

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！

№5322

[内

外国人のための保育室の手伝い

№5223

整容の手伝い
（特別養護老人ホーム）

容]日本語教室実施中の乳幼児の見守り

[活動日]①10 月５日～12 月 14 日毎週木曜
②10 月６日～12 月 15 日毎週金曜
時間はどちらも 9：45～12：15
[依頼＆場所]国際交流協会（МＩＡ）
（境 2-14-1 スイング９階）
[募 集]①５名 ②２名
[備 考]●エプロン持参

[内 容]利用者の入浴後のドライヤーかけ
[活動日]月曜～土曜
9：30～12：30 の間で都合のよい時間
[依頼＆場所]東京老人ホーム
（西東京市柳沢 4-1-3）
[募 集]２名
[備 考]●エプロン持参
●動きやすい服装
●ボランティア保険加入必須
●食事あり（有料：350 円）

●動きやすくて汚れてもよい服装
●交通費あり(協会規程による)
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受講者募集！！
点訳の基礎を学んだ方のスキルアップ講座です。
「英語点訳」なども習得して、視覚障がいのある方のために地域で活動する点訳ボランティアをめざしてください

平成 29 年 10 月 13 日～平成 30 年 2 月 23 日、第 2・第 4 金曜日
☆定員
☆対象
☆場所
☆講師

全 10 回

10 名（超えた場合は、29 年度入門修了者を優先し抽選。※全員に結果を通知）
市内在住・在勤・在学で一般的な日本語の文章を点訳できる方
武蔵野プレイス スペースＡ（境南町 2-3-18）
むつ み か い
六実会（点訳グループ）

☆申込

往復ハガキに①～⑥の内容を記入して郵送
①氏名（ふりがな）②年齢 ③住所 ④電話番号・FAX 番号 ⑤点訳学習歴
⑥在勤・在学者は勤務先・学校名（所在地と電話番号も明記）
☆締切 9 月 27 日（水）必着
☆問合せ ボランティアセンター武蔵野講習会担当（１面上参照）

ＮＰＯ法人むさしの発達障がい支援サークル
しょーとてんぱー

代表 田中 由佳

発達・知的障がいの支援として、おもに２つの事業をおこなっています。
①余暇活動 〜みんなのいいとこ足していこう！〜
なんと 12 年目になり、参加してくれたボランティアさんは 800 人を
超えました。ボランティアと本人とは「斜めの関係」を保ち、外出や室
内活動を楽しんでいます。また、地域の自然保護団体で軽作業をさせ
ていただいたり、災害トイレの体験（座るだけです）をしたり、将来ある
いは災害時に本人のためになりそうな活動も組み入れています。
②啓発活動 〜みんなでいろいろシェアしよう！〜
講座や上映会、ワークショップや見学会などをおこなっています。本人・家族の支援を目的とした
テーマ、発達障がいを知らない人たちに知っていただくきっかけになるようなイベントなど、内容
を工夫しています。
親で運営しているまだまだ力不足の団体ですが、悩みも疑問もみなでシェアして
明るく向き合えればとの思いで少しずつ、進んでまいります。
NPO 法人 むさしの発達障がい支援サークル

しょーとてんぱー

活動ブログ：shorttemper.blog.fc2.com/
FB ページ： https://www.facebook.com/shorttemper
問合せ： inquiry2017@short-temper.org
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ボランティア
活躍の場から

今回の取材は武蔵野市境南町、連雀通りに面したホテルの様な佇まい
を見せる“特別養護老人ホーム・ケアコート武蔵野”です。ここは来年５月１
日で開設 10 年を迎えるとのことです。
入居されている方は 80 名、内 8 名はショートステイの方です。そのう
ち 10%を超える方が 100 歳を超えておられ、驚きました。

特別養護老人ホーム
ケアコート武蔵野

ここでのボランティア活動は、傾聴ボランティアや月 1 回開かれる“歌
の会”などです。他にシャンソンコンサート、縦笛演奏、ピアノ伴奏、コーラ
スもあります。また、夏祭り・敬老会・クリスマス会・新年会など年間行事も
賑やかです。中でも夏祭りは、屋外模擬店も開かれ、地域で活躍されてい
る阿波踊りの方々が盛大に踊りを披露され、メイン行事となっているそう
です。
今、必要とされているボランティアは絵手紙や習字教室などの趣味活
動の手助けが出来る方や、優しい自然を育むガーデニングを手伝ってく
ださる方とのことでした。
皆様も是非この施設でボランティアなさいませんか？きっと人生の大
先輩から色々学べますよ！
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員

清本 賢生

公益社団法人武蔵野青年会議所から参加させていただいております清
本と申します。運営委員会に参加させて頂き、皆様の地域に対する真摯なお
気持ちに、日々感服するばかりです。特に災害時のボランティアセンターの
運営に関しては私も関心が高いことであり、武蔵野青年会議所といたしまし
ても是非ご協力させていただきたいと思っております。青年会議所は２０歳
から４０歳までの青年経済人で構成されており、「明るい豊かな社会」を築く
為に各地域で活動しております。地域の子どもたちの健全育成を目的とした
「わんぱく相撲」の開催や、政策本位の政治選択の為の公開討論会の開催
など様々な事業を行っております。これからも積極的に運営委員会に参加さ
せて頂き、一緒に地域の為に活動できたらと思います。

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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