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ボランティア団体
との
協働講座
武蔵野市に自然豊かな雑木林があるのを知っていますか？
ドングリの木が何本もあって、いろいろな生き物がすんでいます。
当日はたくさんのスライドを見ながら、雑木林の一つ、境 4 丁目にある「独歩の森」の
自然の魅力を紹介します。
市内でも貴重なこの緑を、どうしたらより良い状態で未来へつないでいけるでしょうか。
ご一緒に考えませんか。
働き盛りの方、お子さん連れの方、大歓迎です！！

♦日 時：①3 月 19 日（火）19：00～20：30
②3 月 23 日（土）10：30～12：00
♢会 場：①武蔵野芸能劇場小ホール
（中町 1-15-10）
②武蔵野プレイス フォーラム B
（境南町 2-3-18）
♦内 容：・武蔵野市の自然について
・自然の中で活動する楽しさの紹介

♢講 師：武蔵野の森を育てる会
♦対 象：緑や自然が好きな方、
ボランティアに関心のある方
♢定 員：①50 名／②30 名（申込順）
♦申・問：VCM（右上参照）

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

家庭でできるおいしいコーヒーの淹れ方や、豆知識をプロから学びます。
お店のようなコーヒーを学びましょう。
●場所：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：●おいしいコーヒーの淹れ方

●定

員：16 名（申込順）

●参加費：1,000 円

（実際にコーヒーを淹れます）
●コーヒーの豆知識
●講師：田代 洋介 氏

（おつりの無い様お持ちください）

など

●申・問：ＶＣＭ（右上参照）

（タリーズコーヒージャパン株式会社）
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学生・社会人の方、地域で何かしたいと思っている方！
武蔵野でボランティアをはじめてみませんか？
「ボランティアってどんなことをするのだろう？」という方のお悩みにボランティアセンターの職員が
お答えします！ぜひ、お越しください！！
もっと知りたい方は、別の日に市内施設でのボランティア体験もできます！

★日 時：①2 月 22 日（金）14：00～15：00
②2 月 23 日（土）14：00～15：00
★会 場： 市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
★内 容：・ボランティア活動をするまでの流れ
・続けるためのポイント

★対

象：武蔵野市および近隣市内での
ボランティアに興味のある方
員： 20 名（申込順）

★定
★申・問：ＶＣＭ（１面右上連絡先）

/
（土）
この訓練は大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの
運営訓練として平成 18 年度より１月の「防災とボランティア週間」の
時期に開催しています。今年も ３日前に震度 6 強の地震が発生し、多
くの被害が発生している】という想定で、実際の災害時にもセンターを
設置する武蔵野市民文化会館で訓練を行いました。
当日は朝早くから約６０名の市民、大学生にボランティア役として
ご協力いただきました。この訓練はセンタースタッフのための訓練で
すが、ここ数年は多くの方々にボランティア役としてご協力いただい
ています。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました！

今年度はレイアウトを
一部変更し、文化会館の
エントランスホールでの
ボランティア受け付けを
行いました

●募集 若干名
■任期 ２年（４月１日～２０２1年３月３１日）
●申込 以下の項目についてＡ４用紙（様式指定無し）に
ご記入のうえ、ＶＣＭ窓口まで

ＶＣＭの事業運営にご協力いただける運営
委員を募集いたします。

ご持参ください（郵送不可）

運営委員の方には毎月１回開催されるＶＣＭ

①ボランティア活動、地域福祉活動の実績

運営委員会への出席のほか

②運営委員としてやってみたいこと、自己アピール

小委員会やＶＣＭ主催イベント・事業でのご
協力をお願いしています。

■締切 ２月22日（金）
※選考は選考委員会を開催して決定します
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2019 年度 手話/点訳 講習会 受講生募集！
講習会名

対

象

日

初級

初めて学ぶ方

中級

初級修了者または

手話講習会

同程度の方
上級

程

4／18～２／13
８月は休み）

中級修了者または

木曜

全 28 回

同程度の方で市手話
通訳者を目指す方
上級修了者で市手話通訳者

手話通訳養成
クラス

4／18～2／13

を目指す方
試験：3 月 16 日

土）

13 時（ 市民社協会議室

点訳講習会
入門

８月は休み）
木曜

間・会

場

〇昼クラス
9：45～11：45
〇夜クラス
19：00～21：00
会場：武蔵野スイング
ビル/スカイルーム
境 2-14-1）
19：00～21：00
場所：武蔵野プレイス
/スペース D
境南町 2-3-18）

定

員

各 30 名

受講資格
試験合格者

5／17～7／19
全 10 回） 10：00～12：00
場所：武蔵野プレイス
/スペースＡ
10／4～2／7
境南町 2-3-18）
第 1,3,5 金曜

金曜

日本語基礎編）

点訳講習会
応用
基礎英語・日本語応用編）
♦対象者

全 22 回

時

10 名

全 10 回）

いずれの講習も市内在住・在勤・在学の高校生以上の方

◆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 VCM（ １面右上連絡先）
まで、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
3 月 20 日 水）必着。ただし、通訳養成クラスは 3 月 11 日 月）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（ 手話通訳養成クラスは除く）
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！

№

3931

庭の草花の世話

[内 容] 施設の庭にある草花の手入れ
[活動日] 要相談
[依頼＆場所] ゆとりえデイサービスセンター
（吉祥寺南町 4-25-5）
[募 集] ５名

№

5639 ボッチャ入門教室の手伝い

[内

容] 障がいのある方の講習中の見守り、

コートの準備・撤収
[活動日] ４月～７月の第２、４月曜日
9：00～12：00（講習は 10：00～11：30）
[募 集] ３名（１日のみの参加可）
[場 所] 総合体育館（吉祥寺北町 5-11-20）
[依 頼] 障害者福祉センター
[その他]・20～60 歳代希望（学生可）
・動きやすい服装、上履き、飲み物
・交通費支給（１日 400 円）
※公共交通機関を利用の場合
3

整理ボランティア募集！
市民の方からの寄付品を、一緒に整理してくださるボランティアの方を
募集いたします。
整理整頓が得意な方、力仕事ならお任せ！の方大歓迎です。
お仕事サロンの活動は
循環型ボランティア活動です

【内

容】寄付いただいた毛糸や布地を
使いやすいように整理します

【日

時】3 月 28 日（木）10 時～12 時

【場

所】ボランティアセンター武蔵野
中町分室（武蔵野市中町 3－28）

【募

集】大学生以上２名

【その他】・汚れてもよい服装
・マスク、軍手持参
【申・問】VCM（１面右上連絡先）
〇お仕事サロン事業の目的
市民社協には、市民の方から晒し布や毛糸や刺繍糸や布地の
ご寄付があります。
お仕事サロンのメンバーがこれらの寄付品を活かして作品を
作り、地域のイベントで販売し、売上金は全て市民社協を通じて
地域福祉活動に寄付をします。

■対
■対

象：「東京都多摩地域」に活動拠点を

象：日本国内で研究または
活動する個人、団体

■助 成 金：研究分野 総額 1,500 万円
活動分野 総額 500 万円

置く市民活動団体が同地域で行うプロジェクト
■助 成 金：１プロジェクトあたりの助成上限金額は 50 万円
■申込締切：2 月 28 日（木）
■申込方法：申請書に必要事項を記入の上、その他

■申込締切：2 月 28 日（木）

必要書類と共に郵送にて提出

■申込方法：申込書はメールに添付し、

（申請書は HP よりダウンロード、もしくは

ワード形式にて提出

助成事務局に FAX でご連絡いただければ

（書類は HP よりダウンロード）
■問 合 せ：公益財団法人 杉浦記念財団

郵送いたします）
■問 合 せ：真如苑「Shinjo プロジェクト」

TEL:0562-45-2731

市民活動公募助成事務局

FAX:0562-45-2732

〒540-0012 大阪市中央区谷町 2-2-20 ２階

mail:nfo@sugi-zaidan.jp

大阪ボランティア協会気付

HP：http://sugi-zaidan.jp

TEL:06-6809-4901 FAX:06-6809-4902
mail:office@osakavol.org
HP：http://shinjo-project.jp/
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むさしのスマイル
むさしのスマイルは 2019 年 9 月、東日本大震災・原
発事故によって武蔵野市に避難したママが地元のママと
協力して立ち上げたグループです。
市内の都営団地には、震災後に 100 人ほどの避難者が
入居しました。むさしのスマイルでは、2013 年 6 月か
ら、団地の集会室で「よらんしょサロン」をスタート。

現在は主に緑町コミセンにて、月に一度のお茶会を継続
しています。
避難当事者、支援者、地域住民、ボランティアが集まり、おしゃべりを楽しむサロンは、出会う、つ
ながる「入口」となっています。避難先に居を構えた方々も、故郷や被災時の話ができる、と足を運ば
れます。参加者は、避難元は様々ですが、お互いを思いあい、それぞれの話に耳を傾けて励ましあう関
係が続いています。支援者等がそれぞれの専門性や地域でのつながりをいかして暮らしをサポートして
います。
東日本大震災では、地震、津波だけでなく日本で初めての原発事故により被災者が現出しました。そ
れだけに、どんな関わりやサポートが必要とされるのか当事者としっかり向き合いながら手探りで活動

を続けています。
専門家を招いて心身の健康や放射能の影響について学んだり、故郷に戻った方との相互交流、地域で被
災経験を伝えることなどを通じて、避難者の孤立や風化を防ぐことも大切な役割です。
震災からまもなく丸 8 年となる今だからこそ、話したい、聴きたい、何かしたい、という気持ちにな
ることはありませんか。どうぞサロンにお越しください。
連絡先：事務局

松尾

070-6551-0315

2019 年度

※個人活動会員の方のみお送りしています

現在ご加入の保険は３月 31 日をもって補償
期間が終了します。４月以降も継続をご希望

2019 年度の VCM 会員登録更新の

の方、これから活動を希望される方は加入の

ご希望をお伺いするため、更新確認

手続きをお願いいたします。

ハガキをお届けいたします。アンケート
など必要事項をご記入のうえ、

加入受付：

３月４日（月）から

５月 31 日
ご返送ください。

（補償期間 ４月１日～翌年３月 31 日まで）
掛

金：

300 円（A プラン）～

5

金）までに

VОL ７８

ボランティア
活躍の場から

0123 はらっぱ

今回は八幡町一丁目にある０歳から３歳までの子どもとその家族を対象と
した子育て支援施設“０１２３はらっぱ”でのボランティア活動を取材してまいり
ました。
現在“０１２３はらっぱ”には毎日 100～110 組の親子が遊びにきます。
一階の広いプレイルームで吹き抜けの天井窓から注ぐ自然光を浴びなが
ら元気に飛び回る子ども達と対面。
訪問させて頂いた日は賑やかな可愛らしい子ども達とその優しいお母さ
んに囲まれてクリスマスを楽しもうという集まりの受付、イベントのサポートを
なさっているボランティアの方３名にお会いすることが出来ました。
この施設でボランティア活動されておられる方は今 40 名ほどいらっしゃい
ますが、そのボランティア内容は実に多様で、独楽回しの特技を披露なさる
高齢の方、絵本の内容をギターで歌い聞かせる方、お子様の写真撮影を指導
される方、木工で砂遊び用の遊具などを作ってくださる方、パネルシアター
の上演、ピアノ演奏、庭の手入れ、植栽などなど。又、月一回管理栄養士のボ
ランティアによる食事相談が開かれており、一対一で離乳食、幼児食の相談
に乗ってくださるとのことでした。
ユニークな催しをもう一つ、それはリサイクル０１２３です。不要になった衣
類（子どもの服など）をリサイクルで使ってもらおうという趣旨の下に開かれ
るとの事で、この時もボランティアさんに品物の仕分けを手伝ってもらうそう
です。
以上、お忙しい中色々とお話しくださり、施設を案内して下さった園長 萩
原敦子さん、ありがとうございました。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員 髙尾 源
成蹊大学学生ボランティア本部 Uni.では全部で約 400 人いる部員が環
境、教育、地域、国際、福祉という 5 つのチームに分かれて幅広いボラ
ンティア活動をしています。私は福祉チームに所属していて、介護施設
での活動や路上生活者の方の支援を行わせていただく事で、ボランティ
アというものを通して貴重な体験をさせてもらっています。また、VCM
を通して大学間ネットワークという形で、他の大学でボランティアをし
ている人達と関わる機会を貰い、日頃の生活では得られない良い刺激を

与えてもらっています。
まだまだ関わってみたい活動はたくさんあるの
で、もっと将来的にもボランティア活動を頑張っていきたいです！

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
Ａ
●

月～土曜 ９時～１７時
※日・祝日休み

●
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 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
イラスト（
：ＶＣＭ広報委員 内藤久満
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●武蔵野八幡宮

Ｂ●
武蔵野
商工会館
●

●
吉祥寺

東急百貨店●

吉
祥
寺
通
り

●
中道通り

サ
ン
ロ
ー
ド
商
店
街

