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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

ＶＣＭでは今年も「 ボラカフェ」を開催します。ボランティア団体によるミニイベントや
カフェ、地域のボランティア活動やＶＣＭ登録団体の活動を紹介するコーナーなど楽しい
企画が盛りだくさんです。お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください！

◆会

場：藤村女子中学・高等学校（吉祥寺本町２－１６－３）

◆参加費：無料（どなたでもどうぞ！）
◆内

容：・ボランティア団体によるミニイベント
音楽演奏や読み聞かせなど

・体験コーナー
ボランティア団体の活動をあなたも体験！
・ほっと一息 カフェコーナー
大学生が運営するおもてなしカフェで一息！
・販売ブース
被災地の物産やボランティア手作りの編み物
花ふきん、手作りお菓子など

アクセス 徒歩：ＪＲ中央線吉祥寺駅北口より５分

・ＶＣＭ登録団体・ボランティア受け入れ施設コーナー

藤村女子中学・高等学校

市内で活動する団体やボランティアができる

施設・団体の情報をチェック！
・ボランティア相談コーナー
◆問い合わせ：ＶＣＭ

中道通り
井ノ頭通り
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VCM 通信・平成 29 年 10 月 1 日号（No.224）に特集されたお仕事サロン。
最近の活動の様子をご報告致します！
お仕事サロンとは？
市民の方から市民社協に寄付された晒し布や刺繍糸、毛糸類を素敵な作品に
して、皆さまに使っていただきましょうと市民の方の発案で、お仕事サロン
が始まりました。出来上がった作品は地域のイベントで販売、売上収益は全
て市民社協を通じて地域福祉活動に還元しています。今ではボランティアセ
ンター武蔵野の重要な活動となっています。
～市民社協の中町分室で活動をしています～
一軒家の分室の１階で切手整理と編み物のグループ、2 階は花ふきんのグループに分かれていますが、年に
1 回みんな一緒に懇親会で楽しくおしゃべりをしています。花ふきんは模様の図案を考え、刺繍糸で丁寧に
刺していきます。編み物はひざ掛けや肩掛けからベストなど大作もあります。他に布製の手提げなど、デ
ザインをみんなで話しながら手を動かしています。
～お仕事サロンがいたれりつくせりフリースペースにオープンしました～
今年の 4 月から株式会社いたれりつくせりさんのご協力で、事務所内のフリー
スペースを利用させていただき、新たなお仕事サロンが始まりました。タオル
や晒し布でぞうきん作り、毛糸でアクリルたわし、布を使った小物などの手縫
いや手編みを行っています。場所は武蔵境駅北口から徒歩 5 分、お近くにお住
まいの方、ご参加ください！

～地域イベントに参加して販売をします～
4 月２日（日）さくらまつりに出店しました。
市民社協のバザーコーナーで作品を販売しま
した。
～７月８日（日） 市民社協 40 周年記念式典&七夕のつどいに出店しました～
たくさんのお客様がご来場になりましたので、売上は大幅に増えました。
毎年出店を楽しみに来てくださるお客様も大勢いらっしゃいます。

今後の予定
10 月 20 日（土）10 時～14 時 むさしのあったかまつり：武蔵野障害者総合センター
11 月 11 日（日）10 時～15 時 むさしの青空市：むさしの市民公園
☆皆さま、ぜひ遊びにいらしてください！
～お仕事サロン活動日時と活動場所のご案内～
・毎月第 2 水曜日 10 時～15 時 社協の中町分室（8 月はお休み）
・毎月第 3 水曜日 10 時～12 時 (株)いたれりつくせりフリースペース(8 月はお休み)
・切手整理のみ、毎月第 3 火曜日 10 時～15 時、社協の会議室（6 月と 8 月はお休み）

～ボランティア活動を一緒にしませんか！～
サークルのような雰囲気で、みんなで和気あいあいと楽しく活動しています。
どの活動も午前中だけ、午後からの参加も OK です。
見学は大歓迎ですので、ご興味のある方はボランティアセンターまでご連絡ください。
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◆体験期間：７月 17 日～８月 31 日 ◆交流会：９月２日（武蔵野プレイスフォーラム）
◆参加者：139 名（うち交流会参加者：13 名） ◆活動先：市内 50 か所 ◆サポーター：２名

サポーターさん

◆参加者 ： ８名（男性６名、女性２名）
◆講 師 ： 野本 しょうこ氏（60 歳からの大人専門ファッションスタイリスト）

今回は今までにはないジャンルのテーマだったためか、おとぱサロンへは初めての参加の方が多か
ったように思います。とても素敵な講師のおかげで、華やいだ雰囲気の中で楽しく進められまし
た。素材の持つ硬さや柔らかさ、形状、風合い、基本的な
色彩の種類・
・連環そしてその組み合わせによるおしゃれの
基本を教えていただきました。
その後、グループに分かれて話し合う中で、実際の上着の
イメージを図柄にするワークショップで盛り上がりました。
時間が足りず、パンツしかできず残念でした。
私も、おしゃれを楽しみたいと思いました。
（記：杉本

博委員）

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！

№
[内

5581

俳句講座の補助

№

容] 俳句講座での講師補助。プリント配布、
利用者へのお茶の提供、
後片付けなど。

講師１名、利用者５～６名で月１回。
[活動日] （原則）第４木曜日 10：00～12：00
※時に第３木曜日に変更
[依頼＆場所] 吉祥寺ナーシングホーム
（吉祥寺北町 2-9-2）
[募 集] 女性１名
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5582

収穫祭のお手伝い

[内 容] 秋のイベント「収穫祭」の運営、各イベ
ントの補助。対象者は小学生とその両親
および高齢者（延べ 400 名）。
[活動日] 10 月 28 日（日）集合 8：00～解散 15：00
[場 所] 市民の森公園（関前 3-32）
（ムーバス三鷹北西循環下車 10 分）
[依 頼] もりもり森クラブ
[募 集] ５名
[その他] 駐輪場あり（駐車場なし）、作業に適し
た服装、食事あり、活動前に電話で打合せあり

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

知っているようで知らないごみの分別・・・あなたはできていますか？今日からできる
ごみの工夫を学んで クリーンな街ナンバーワン」を目指しませんか？

◆会

場：市民社協会議室（武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1）

◆内 容：●日常生活で工夫できるごみの減らし方
●クリーンむさしのを推進する会の活動紹介 など
◆講

師：古林 和佳子 氏（クリーンむさしのを推進する会）

◆対

象：シニア世代の男性・女性

◆定 員：20 名（申込順）
◆参加費：なし
◆申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

最も身近なお菓子、チョコレートがどのように作られているか知っていますか？株式会社明治の方から
製造、歴史、健康にまつわる話を聞き、おいしく楽しくチョコレートの世界に飛び込みましょう！

◆会

場：市民社協会議室（武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1）

◆対

象：シニア世代の男性・女性

◆内

容：●カカオからチョコレートができるまで

◆定

員：20 名（申込順）

●チョコレートの歴史、健康にまつわる話 など
◆講

■対

◆参加費：なし
◆申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

師：飯泉 千寿子 氏（株式会社 明治）

象： 多摩地域を元気にしたい！」 人の役に立ちたい！」そんな市民活動を行っている皆さん
のイベントや事業を応援します。市町村のワクを越えて行われる多摩地域の市民交流やまち
づくりの推進につながる事業(文化・ポーー・・環境・福祉・生涯学習・子育て・防災活動等
の発表の場等)について、活動経費の一部を助成します。

■助 成 金：助成対象事業費の 50％(100 万円を超える金額は 10％) で 120 万円以内。

※助成条件等詳しくは下記へお問い合わせください。
■説 明 会：平成 30 年 11 月９日（金）18：00～（要申込み）
■申請期間：平成 30 年 11 月５日（月）～12 月３日（月）
■問 合 せ：（公財）東京市町村自治調査会事業部企画課 TEL 042-382-7781
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市内在住・在勤の障がいのある方々が、主役になって楽しむことを目的としたおまつりです。
盛りだくさんの企画でお待ちしています！

★食べ物・飲み物の屋台、フリーマーケット、
ゲーム、ボッチャ体験、炊き出し（防災）
★障がい者の作品展示、ステージ発表
★縁日・ゲームコーナー、
スタンプラリー（参加賞あり）など
★模擬選挙（武蔵野市地域自立支援協議会）

◆会

場：武蔵野市障害者総合センター（吉祥寺北町 4-11-16）
中央通さくら並木公園

◆申・問：第 18 回むさしのあったかまつり実行委員会事務局
デイセンターやまびこ内（本庄） TEL0422－54-5102
◆主

催：第 18 回むさしのあったかまつり実行委員会、社会福祉法人武蔵野

◆共

催：武蔵野市

◆後 援：市民社協

境おやこひろば

代表

奥野依理子

境おやこひろばは、「武蔵境でこんな場があったらいいな」
と思うママ達で 2014 年にスタートしました。スタッフは専業
ママ、はたらくママ、パパなどさまざま！『ママ＆パパ＆
キッズみんなが笑顔になって、地域もハッピーになる！』を
目指し活動を行っています。

メインの活動として、コミセン等で親子が集う「Collabono
コミセン親子ひろば」を市との協働で平日（月２回）と週末
（隔月１回）に開催しています。多い時には約 30 組の親子に
参加して頂くなど、いつも親子の笑顔にあふれています。スタッフもママやパパとの会話や子育てに
ついてのアドバイスなど、子育て経験を活かしほっとできる場づくりを目指しています。
毎年恒例となっている幼稚園座談会や保育園セミナーは「通わせているママやパパから園やお子さん
の様子の話を聞けるのがとても良い」と大好評！ここでもママやパパの子育て経験が活きています。
その他、親子あそびの「こどものおと」、西部コミセン主催の「ちびっこ運動会」への協力など、他
の団体の方々とのコラボレーション企画も行っています。

そして現在一緒に活動して下さる方を募集中！企画アイデアの持ち込みもＯＫです！
「どんな感じなのかな？」「やってみようかな…」そのお気持ちだけで十分です。ご見学も Welcome！
興味、関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
連絡先

境おやこひろば 奥野依理子

infosakaioyako@gmail.com
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VОL ７６

ボランティア
活躍の場から
Friendshipforce 武蔵野目黒
かなもと

の り こ

金元 勅子さん

Friendship Force は世界各国の方々をホームステイなどに招き親交を
深め、国際交流を図るボランティア活動です。1977 年米国アトランタで当
時のアメリカ大統領ジミーカーターの提唱に始まったもので、今では米
国を始め日本、ロシア、オーストラリア、ヨーロッパ、東南アジアなど世界中
にその活動が広まっています。
今回、日本の武蔵野市を主にその軸となって活動なさっている金元勅
子(かなもとのりこ)さんにお会いしてお話をお伺いする事が出来ました。
ボランティアの内容は外国の方を我家に御泊めしてガーデニングなど共
通の趣味を楽しむ、学校訪問、お茶会、着物の着付け教室、自分の名前を
漢字（あて字）で書いてもらう、スーパーへ一緒に食材を買いに行ってそ
の方のお国料理を作ってもらう等々。
折り紙を教え、折り鶴など作ってそのままオミヤゲにしてもらうのも一
案だと金元さんはおっしゃいます。
ボランティアするに当たって英語など外国語が不得手だとおっしゃる方
も居られるかと思いますが、心配いりません、外国の方に日本語を覚えて
頂くと言う気持ちで接すれば良いのです。要は心と心のコミュニケーシ
ョンとでも申しましょうか。
金元さんによればこのボランティア活動のもう一つの側面として自分
の学んだスキルを海外に行った時、民間大使として生かせると言うメリッ
トも御座いますとの事でした。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員 中西 信介
（まちの保育園吉祥寺コミュニティコーディネーター）

毎年、VCM の『夏！体験ボランティア』では、中学生・高校生・社会人など
さまざまな方が参加してくださっています。
受け入れの際には、ボランティアは初めてという方にとっても、できる
だけ居心地よく活動してもらえるように、最初の面談で「なぜボランティ
アに参加したか（動機）」「どんなことを経験してみたいか（ニーズ）」をで
きるだけ詳しく聞くようにしています。子どもたちにとって、地域の学生・
大人という出会いは、憧れの存在に繋がるなど、貴重な経験の一つにな
ります。また、参加者には、子どもたちの持っている力や未来を切り拓く可
能性を直に感じることができ、地域への関心が深まるようです。
「ボランティア活動」という手段で保育園を地域に開くことで、子どもも
地域も共に豊かになることを実感しているので、こうした繋がりを少しず
つ増やしていきたいと思います。

開所時間 ★住所・連絡先は１面参照

市民社協・ボランティアセンター武蔵野

月～土曜 ９時～１７時
※日・祝日休み

Ａ
●
●
八幡宮
西交番

アクセス
徒 歩：ＪＲ中央線 吉祥寺駅より１０分
バ ポ：
★桜堤・関前方面より
武蔵野八幡宮」（地図Ａ）下車すぐ
★吉祥寺駅方面より
武蔵野八幡宮」（地図Ｂ）下車 徒歩２分
★ムーバポ
北西循環 八幡前」下車 徒歩２分
イラポト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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