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お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

◇会 場：武蔵野市役所 601 会議室（武蔵野市緑町 2-2-28）
◇内 容：
：●シニア世代の地域活動、ボランティアへの参加状況、
メリットについて
●シニア世代の地域活動への参加事例
●武蔵野市内の相談窓口の紹介（ゲスト：武蔵野プレ
イス・市民活動推進課）など
◇講 師：栗田 充治：氏（亜細亜大学前学長）
◇対 象：シニア世代の男性・女性（今お仕事をしている方も
大歓迎！！）
◇定 員：30 名（申込順）
◇参加費：なし
◇申・問：ＶＣＭ（右上参照）
市民活動はじめて月間 ～あるかも発見・あるかも出会い～
武蔵野市役所市民活動推進課・ボランティアセンター武蔵野・武蔵野プレイスは、統一テーマをもとに、
12 月の１か月に市内それぞれの会場で、初めての方から参加できる講座：
・インントを開催します。市民活
動のいろんなはじめ方、かかわり方を知るチャンス。詳しくは各チラシ、ＨＰをご参照ください。
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◆講

師 ： 古林 和佳子氏（クリーンむさしのを推進する会 副会長）
※塩田 幸子氏（クリーンむさしのを推進する会 副会長）がオブザーバーで参加
◆参加者 ：３名（男性１名、女性２名）

ごみの分別や減量方法についてクリーンむさしのを
推進する会で活動されているごみのスペシャリスト古
林和佳子氏にお話をうかがいました。
前半は平成 30 年度版武蔵野市ごみ便利帳にそってご
みの分別、出し方など詳しく説明していただきました。
特にプラスチックの分別には迷うこともありますが、容
器包装リサイクル法により、リサイクルされるのは商品
の容器、包装を目的としたプラスチック製のもので「 プ
ラ」表示が目安となると教えていただき納得できまし
た。細かい分別や分類が変わっていることもあるのでご
み便利帳を読み直してみたいと思います。
後半は落ち葉や生ごみの堆肥化、お茶わんリユース、店頭回収などごみを減らす工夫やクリーン
むさしのを推進する会の活動を紹介していただきました。
この講座をきっかけに、ごみの減量など環境に配慮した活動に取り組んでいきたいと思います。
（記：相川 富子委員）

◆講 師 ：飯泉 千寿子氏（株式会社明治 管理栄養士） ◆参加者 ：23 名（男性８名、女性 15 名）

株式会社明治の飯泉千寿子氏をお迎えしてチョコレートについ
てイロハからお教えいただいた。参加者はいつもより多く二十数
名が熱心に耳を傾けた。
いつも口にしているチョコについて目からうろこの驚きの連続
だった。カカオの原産地がメソアメリカであること、カカオの実
（カカオポッド）が幹に直接ぶら下がるようにつくこと、カカオ
から実を取り出し発酵させ乾燥、焙煎、そして砕いて皮を取り除
いたものがカカオニブ、これをすりつぶすとどろどろのカカオマ
ス、最後にミルク・砂糖をまぜてチョコが完成。ずいぶん手間が
かかる食品だ。
カカオの故郷は赤道を挟んで南北２０度の範囲、ガーナ、コー
トジボワールなどの西アフリカ諸国だそうです。これからは遠くの国から船に揺られて日本に来るカ
カオを思い浮かべながらチョコをいただきましょう。
チョコにはポリフェノールが多く含まれ美容と健康にいいそうです。
（記：辻田 彪委員）
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おとぱ

初遊び

子どもから大人まで夢中になれるのがボードゲーム！
年初めはおとぱサロンで今まで知らなかった人と仲良くなりませんか？
ご家族やご近所の方とも盛り上がれるアイディア紹介します！

◆会 場：市民社協会議室（武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1）
◆講 師：碓氷 美香：氏（ワークショップデザイナー）
◆対 象：シニア世代の男性・女性
◆定 員：20 名（申込順）
◆参加費：なし（懇親会に参加される方は 500 円）
◆申・問：ＶＣＭ（１面参照）

■対

象：任意団体・市民ボランティアグループなど非営利組織で募集要項の要件を満たす団体。
（高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、環境・文化財保全、調査研究事業、地域つながり事業、
冠婚葬祭継承事業などの社会貢献事業）

■助 成 金：総額およそ 1,000 万円。（上限：１件につき 200 万円、研究助成事業は 100 万円。）

■申込締切：2 月 28 日（木）
■申込方法：申込書の必要事項に記入し、郵送で提出。
詳細は HP をご覧ください→http://www.ceremony-culture.jp
■問 合 せ：一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 運営事務局 TEL：03-3500-4211

■対

象：平成 29 年 11 月～平成 30 年 12 月末までに立ち上がった、または開始する予定の新しい活動。

■助 成 金：１団体につき上限 15 万円、（約 19 団体）を予定。
■申込締切：12 月 25 日（火）

■申込方法：申込書の必要事項に記入し、郵送で提出。
詳細は HP をご覧ください
→https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/2018/20181101.html
■問 合 せ：公益財団法人さわやか福祉財団（立ち上げ支援プロジェクト）
担当：鶴山・原島

TEL：03-5470-7751 FAX : 03-5470-7755
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高齢者に関わるボランティア活動をしている方、
これから活動を始めようと思っている方を対象と
したフォローアップ講座を行いました。
ボランティア実践報告では、長くボランティア
を継続している方より活動のきっかけ、楽しさ、
続けるポイント等をお話いただきました。また、
ゲストの本木氏より吉祥寺ホームのボランティア
受入れについて説明があり、ボランティアは様々
な場面で活躍できることを改めて感じることがで
きました。
参加者は個人ワークやグループワークをとおし
て、ボランティア活動の魅力や課題、もっと楽し
むためのポイントについて意見交換を行いまし
た。 会話が止まってしまうことがある」 自分
にはどのような活動ができるのだろう」等、参加
者同士でアドバイスをしたり、ご自身の活動を深
める時間となったのではないでしょうか。
みなさんが、これ
まで以上にボランテ
ィアを楽しく続けて
いただけることを期
待しています。

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
★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！

となります。

№ 5616 ペンキ塗りなど簡単な DIY

№ 5615 スキーキャンプでのボランティア
[内

雨天：実施

容]：キャンプ中のグループ（６～８名）のリー
ダー役として活動し、メンバーと一緒に楽
しみます

[内

容]：施設でのペンキ塗りなどの簡単な DIY

[活動日]：平日 10：00～15：00 解散

[活動日] ２月８日～11 日（３泊４日）
集合：21 時 解散：17 時
[依 頼] 杉の子会（西東京市地域子ども会）
[場 所]：新潟県妙高青少年自然の家
＊集合場所：柳橋保育園
（西東京市新町 1-11-25）
[募 集] 高校生以上２名
[その他]：交通費有、食事有（１食 300 円程度実費
負担）

または 13：00～15：00 解散
[依頼＆場所]：
吉祥寺本町在宅介護：
・地域包括支援セ
ンター
（吉祥寺本町 4-20-13）
[募 集]：60～70 代の男性１名
[その他]：動きやすい服装、駐車場有、控室有、
食事有
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武蔵野市では大規模災害時に武蔵野市民文化会館で災害ボランティアセンターを設置することとして
おり、毎年１月に関係機関と合同で災害ボランティアセンターの運営訓練を実施しています。このたび、
本訓練にボランティア役としてご協力いただける方を募集いたします。

◆会

場：武蔵野市民文化会館（中町３-９-11）

◆内 容：災害ボランティアセンターの運営訓練
◆申・問：市民社協 TEL：０４２２－２３－０７０１
Ｅメール: shimin@shakyou.or.jp
◆申込締切：12 月 27 日（木）
本訓練はセンタースタッフのための訓
練です。みなさまには災害発生時に、
災害ボランティアセンターに駆けつけ
たボランティア役として訓練にご協力
をお願いします。
＊災害ボランティアセンターとは？
大規模災害時のみ開設するボランティアセンターです。ボランティアの紹介や支援情報の発信など被災
者支援を目的とした様々な活動を行います。

にじの糸

代表

山本 訓子

にじの糸は 1985 年「
（昭和 60 年）4 月、障がいのある子どもたち
が使う布製の本やおもちゃを作るために発足しました。現在は
障がいのある方が織り機で織った布や刺繡をした布をバックや
ポーチなどの作品に仕立てています。
一生懸命布を作っておられる姿を思い浮かべ、一つ一つ大切に、
個性豊かな布を生かせるように心掛けて作品を作っています。
残った小さな布も皆で知恵を出し合って作品にします。思い通
りの作品が出来て喜んで頂けることが嬉しく、励みとなります。
障がいのある方と同じ場所で作業しているのではありませんが
心つながりを感じます。完成した作品はものづくり工房 hicobae や「 あったか祭り」などのイベント
に出品されています。
活動は毎週火曜日の午後 1 時から 4 時までボランティアセンター武蔵
野の中町分室でおこなっています。現在のメンバーは縫いものが好きな
6 名。週 1 回おしゃべりをしながらの作品作りを楽しみにしています。
一緒に活動していただける方を募集中です。見学はいつでも OK です。
興味のある方、関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
連絡先

山本訓子 ☎0422-53-8896
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VОL ７７

ボランティア
活躍の場から
手話サークルむさしの（昼）

手話サークルむさしの（昼）は千川上水に面する八幡町の障害者福祉センター
を拠点に月二回、原則として第一・第三火曜日 13：30～15：30 に交流会を開催し、
聴覚障がいの方々と共に学び合うボランティア活動をなさっているサークルで
す。昭和 55 年、手話講習会を修了したメンバーによって始められたとのことでし
た。現在 30 名ほどの方が活動しておられます。
活動内容の趣旨は、耳の聞こえない方々との交流の中で手話を学び、さまざ
まなイベントを開いて共に楽しみ、同時に聴覚障がいの方々の問題点をお互い
に考えていくということです。我々が取材で当会を訪問した日には、聴覚障がい
の方を含め 25 名ほどの参加者が二つのグループに分かれて、各グループが当
会の発行している機関誌“HAND LAND”から好きな記事を選び、それをテーマに
障がいの方を中心に手話表現で話し合うという例会が行われており、その様子
を見学させていただきました。真に楽しそうな一時でした。
当会では他に講演会、交流会として聴覚障害情報文化センター訪問と目黒散
策、忍野八海、信玄餅工場見学などユニークな催し、新年会なども開いておりま
す。
時間を割いて我々の取材に応じて下さった会長 林さん、副会長 志知さん、会
計 佐々木さんに感謝申し上げます。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員 夏目 重美
1996 年のこと、初めて米国の非営利団体ジュニア・アチーブメント日本支部
とかかわりを持ちました。以来、本年 3 月に亜細亜大学を定年退職するまで、
この組織の提供する体験型教育プログラムを学生と共に実践してきました。

この活動は、ボランティア精神を基礎としながらも、座学で学んだ知識を体験
的に地域社会に還元しつつ、社会の一員としての自己に目覚め、さらなる成
長を図ろうとするものです。いわゆるサービス・ラーニングの取組みです。日
本ボランティア学習協会の主催する「第 6 回全国ボランティア学習研究フォー
ラム東京・武蔵野大会（2003）」（東京都・武蔵野市・三鷹市各教育委員会等後
援）において、学生と共に事例報告をしています。VCM 運営委員 2 年目となり、
武蔵野市のボランティア精神の原点を形作ってこられた方々と親しくお話し
できるようになり、多くのことを学んでいます。今後は、これまでの専門（会計
学・経営学）を活かし、「てんびん塾」という私塾を主催し、子どもたちが社会
の仕組みを理解し、自己の果たす役割を見出し、自ら開拓する一助となる活
動を展開したいと考えています。

開所時間 ★住所・連絡先は１面参照

月～土曜 ９時～１７時

※日・祝日休み

アクセス

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満

徒 歩：ＪＲ中央線 吉祥寺駅より１０分
バ ス：
★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
★ムーバス
北西循環「八幡前」下車 徒歩２分
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