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こんなときは

助成金があります

会場：武蔵野市役所
定員：50 名

西棟 111 会議室
内容：

締切：４月 18 日(水)
(受付時間 月～金曜 9:00～17:00)
①団体名 ②参加者氏名 ③連絡先
を明記して電話・FAX・Ｅメールにて
市民社協までお申込みください。

●ボランティア・地域福祉活動助成、
居場所づくり助成

概要説明

●各助成事業での申請等流れの説明

申・問：市民社協（右上参照）
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ようこそ地域へ！あなたが活きる地域デビュー！

「お父さんお帰りなさいパーティ（愛称：おとぱ）」は、主にシニア世代の方に、
第 2 の人生の生きがいを見つけてもらうことを目的に開催しています。
当日は、講演会と、ボランティアや福祉、趣味、環境、国際関係など、
地域でさまざまな活動をしている団体をご紹介します。
自分にピッタリな活動を探しに、ぜひお越しください！

6 月 10 日（日）13:00～16：30
（受付開始 12:30）
会

場：武蔵野スイングホール 11 階

講演
「生活の質を高め 生きがいある日々を過ごす
－脳・からだの機能を回復・維持する－」

レインボーサロン（JR 武蔵境駅北口徒歩 2 分）
対

象：シニア世代の男性・女性

定

員：50 名（申込順）

大久保 洋子 氏
(成蹊大学名誉教授、ADL 対応型高齢者体操研究会 会長)

地域活動団体紹介

参加費：500 円（資料代など）

パネル展示などによる団体紹介

申・問：電話・Ｅメールで

交流タイム

ボランティアセンター武蔵野（ＶＣＭ）

介地域デビューに向けた参加者同士の交流

（1 面右上参照）まで
※お申込みの際は、氏名・住所・連絡先をお知らせください

【展示ブース見学】
話だけではよく分からない…
そんなときは見るのが一番！

【交流会】
実はどこかでお会いしていた…
それもまた地域活動の醍醐味です
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▶３面もご覧ください

年度初めはウォーキングから！

５月 12 日（土）14:00～16:00

4 月 14 日（土）14:00～16:30
集

合：桜堤コミュニティセンター（桜堤 3-3-11）

会

場：市民社協

講

師：小沼 廣和 氏

内

容：宗教から読み解く世界史など
※宗教の思想に関する内容はありません

（NPO 法人 小金井桜を復活する会副理事）

金子 惠一 氏

会議室（吉祥寺北町 1-9-1）

講

師：杉本 博（碁遊人、お父さんお帰りなさい

（NPO 法人 むさしの歩こう会 理事長）

パーティ実行委員）

対

象：シニア世代の男性・女性

対

象：シニア世代の男性・女性

定

員：２0 名（申込順）

定

員：30 名（申込順）

持ち物：歩きやすい服装・靴、飲み物

参加費：無料

申・問：ＶＣＭ（1 面右上参照）

申・問：ＶＣＭ（1 面右上参照）

ＶＣＭからの活動報告（２～３月）
■会 場 市民社協 会議室 ■参加者 一般８名
■講 師 今泉 恵美氏（武蔵野市聴覚障害者協会）
聴覚に障がいのある方とお話しするときの心遣いや今日から始め
られる手話について教えていただきました。聴覚障がいのある方に
２/10
（土）

ついての説明後、参加者同士ペアになり、指を動かしながら、皆で
笑いながらあいさつや自己紹介の手話を学びました。手話で相手に

伝えることに苦労していましたが、伝わった時は嬉しさ一杯でした。
14:00~16:10
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
協働講座 高齢者に多い言葉の障害

３/10
（土）
14:00
~16:00

■会
■講

①

②

2/24 ３/２
（土） (金)

■講 師 ①松田

（生活リハビリサポートすばる）

②田村 洋子氏
■参加者 ①27 名②23 名

●失語症は、ひらがなより漢字

は大事なテーマです。今回はたくさんの方に

の方がわかりやすいと知り

ご参加いただきました。講師の津幡先生は症状

驚いた。

を和らげるトレーニングもご指導される方で、

江美子氏

（高齢者総合センター）

場:市民社協 会議室 ■参加者:一般１８名 受講者の感想
師:津幡 寿昭氏（きたまち接骨院 院長）

「いつまでも健康でいたい！」と思うと腰痛

―失語症・構音障害を知る―

●とてもわかりやすかった。

当日は先生考案の「もちつきペッタン体操」と

日常の中での構音がい害の方

腹式呼吸で腰痛改善を目指して楽しく運動しま

とのコミュニケーションのよいきっかけづくりとなった。

した。

●動画を流して下さり、イメージがわきやすかった。
会話パートナーの方の接し方を拝見し、参考になった。
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平成 30 年度
講習会名

日

手話講習会

手話/点訳 講習会 受講生募集！

程

5／17～２／14
（８月は休み）

市内在住・在勤・
在学の高校生以上

木曜

手話通訳養成
クラス

5／17～2／14
（８月は休み）

市内在住・在勤・

木曜

在学の高校生以上

点訳講習会
入門

（基礎英語・
日本語応用編）

全 22 回

間・会

場

定

〇昼クラス
午前 9：45～11：45
〇夜クラス
午後７：00～９：00
会場：武蔵野スイング
ビル/スカイルーム
（境 2-14-1）
午後 7：00～9：00
場所：武蔵野プレイス
/スペース E
（境南町 2-3-18）

員

対

初級
各 30 名

中級
上級

受講資格
試験合格者

象

初めて学ぶ方
初級修了者または
同程度の方
中級修了者または
同程度の方で市手話
通訳者を目指す方

通訳養成クラス
（上級修了者で市手話通訳
者を目指す方）
試験：４月 14 日（土）
午後１時 市民社協会議室

5／18～7／20

（日本語基礎編）

点訳講習会
応用

全 28 回

時

金曜（全 10 回）
10／5～2／15
第 1,3 金曜

午前 10：00～12：00
場所：武蔵野プレイス
/スペースＡ
（境南町 2-3-18）

10 名

市内在住・在勤・在学の
高校生以上

（全 10 回）

◆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
４月 18 日（水）必着。ただし、通訳養成クラスは４月 10 日（火）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
（手話通訳養成講座は除く）
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！

№

[内

4813

編み物の指導

№

容] 福祉施設のご利用者と一緒に
編み物の活動をする

[内

5472

学習支援の指導者

容] 発達・知的障がい(軽度)の中・高校
生の勉強の手助け。授業の補填、
時計の読み方、お金の計算など。

H[活動日]

毎週月曜 10：00～11：15
[依頼＆場所]おとなりさん。小金井公園
（西東京市新町 6-11-16）
[募

[活動日] 毎週水曜 18:00～20:00
（第５はお休み）
[依頼＆場所] ＮＰＯ法人ペピータ
（緑町 2-4-38 清嵐ハイツ１F）
[募 集] 大学生のみ ２名

集] 若干名
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失語症のある方たちが、会話を通して自分を理解してくれる人、周囲との会話のかけ橋となる人を必要
としています。失語症とは、意識や判断能力が維持されているにもかかわらず、脳卒中や頭部外傷など
の後遺症で、話す・読む・書く・聞くなどが困難になる言葉の障害です。
その基礎的知識と援助技術を学んで地域で活動するボランティアを養成します。
初回（土曜）は「基礎知識編」として関心のある方にもご参加頂けます。
コース名

Ａ：養成講座
（全１０回）
※テキスト代
実費

日時

講習
（土曜）
実習
（水曜）

Ｂ：基礎知識編（初回）のみ

場所

５／２６ １３：００～１６：００
６／２，１６ １０：００～１６：００
７／７ １３：００～１６：００

市民社協会議室
８名

６／１３，２０，27，７／４ の中から２日間
どちらも １２：３０～１５：３０
５／２６

●講

師：言語聴覚士

●対

象：市内在住・在勤・在学で

定員

１３：００～１６：００

市内福祉施設
市民社協会議室

１０名

●申込法：往復ハガキに①～⑥を明記して問合せまで
①氏名（ふりがな） ②年齢

18 歳以上の方

③住所 ④電話・FAX 番号

●参加費：無料 ※A はテキスト代実費

⑤希望コース ⑥在住・在勤・在学

●締

※定員を超えた場合は、

切：５月 11 日（金）必着

※講座開始１週間前までに全員に結果を通知します

市内在住者・初参加者を優先し抽選

★手話/点訳、失語症会話パートナーの申込み・問合せ★
市民社協 ボランティアセンター武蔵野 講習会担当（〒180-0001 吉祥寺北町 1-9-1）
TEL 0422－23－1170
FAX 0422－23－1180

らっこの会

代表 小境

範子

＜らっこの会＞は1984 年、初めての赤ちゃんを抱っこし、公園や散歩道
で出会ったママたちが作った会です。地域の中で子育てや暮らしを考える
勉強会や料理会、通信の発行、青空市子どもごみパトロールなど、そのとき
できる人ができること、やりたいことをやってきました。
２０１３年からはひとり親支援「のぞみ塾」という無料塾を立ち上げ、
経済的に困難で塾などに行けない子たちの学習支援や、小さいお子さんと
ママ＆パパ向けの身近なもので作る工作教室を続けています。
毎月第２土曜の午後３～４時は「のぞみ塾 けいこ先生と作って遊ぼう～！」、幼児～小学生のお子さんが
ボランティアのけいこ先生と、紙皿や牛乳パックを使っておもちゃを作り楽しんでいます。５～６時は「のぞみ
塾特別企画」として、「カカオ豆からチョコを作る」企画や、様々な分野の社会人ゲストからお話を聞く企画など
を開催しています。その後は、「土曜みな食＝ひとりよりみんなで食べよう」、みんなでご飯を食べ、若手社会人
や地域の大人と子どもたちが共に過ごせる時間を作っています。
興味、関心のある方は第二土曜、会場のクラフトハウスばくへどうぞ！
ひとり親家庭でなくても、どなたでも歓迎です。お気軽にのぞいてみてください。
連絡先＜らっこの会＞ 小境 範子

E-mail:nk-libra@nifty.com

会場：クラフトハウスばく（℡ 0422-36-8311）
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VОL．７３

ボランティア
活躍の場から

今回は前回に続き、楽器の演奏でボランティア活動を行っているグループを
紹介いたします。それは市内のコミセンなどで活動なさっておられる“武蔵野
ギター”というグループです。
今回は西久保コミセンで練習の様子を取材させて頂きました。練習日は隔週
土曜午後で、この日は男性 7 名、女性 2 名の参加があり、男性８名、女性 3 名の
グループメンバーの殆んどが集まっておられたことになります。年齢構成は 40
～80 歳と幅広いですが、70 歳代から始められた方もおられるとのことです。
当会は、武蔵野市教育委員会主催の「青年の広場・ギターコース」を前身とし
て、その卒業生を中心に昭和５６年に誕生しました。今年で３７周年を迎えます。
今年は 2 年ごとに武蔵野スイングホールなどで開催する定期演奏会の開催年
にあたります。場所、日にちなど決まりましたらよろしくとのことでした。また、西
久保、関前などでのコミセン祭りへの参加、施設へ訪問しての演奏があります。
演奏曲目も実に多様です。モーツァルト、バッハの様なクラシックスタンダード
から滝廉太郎の荒城の月、ヴィクター・ヤングの 80 日間世界一周のポピュラーに
至るまで何でもありの多様さ。ギター好きの方、ぜひこのグループに参加してみ
ませんか。私達が取材で訪問したときは土曜午後の練習時間をわざわざ午前中
に変更してくださり、取材の最後には私共のために早春賦(そうしゅんふ)という
曲まで演奏してくださいました。
取材に対応じてくださった代表の瀬川一夫さん及びメンバーのみなさまあり
がとうございました。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員 酒井陽子
今年は例年に比べて寒さが長く、暖かな春が待ち遠しかったです。特に、1 月の大雪
では、たった 1 度の降雪で、日常生活が混乱し数日間は大変でした。
阪神淡路大震災は 23 年前の 1995 年 1 月 17 日、東日本大震災から 7 年、熊本地震
は 2 年前に発生しました。
私たちは、自然災害への備えを無視して暮すことはできないのだなと思います。
ＶＣＭは、毎年 1 月に災害ボランティアセンター運営訓練を行っています。センタース
タッフのための訓練で、ボランティア役や被災者役を担ってくれる市民の協力が必要
不可欠、毎年 100 人以上の方々が寒い時期の訓練に参加協力をしてくださいます。
そして、訓練への参加が少ない子育て中の人たちも、実は独自に自分たちの生活に
合った備えについて考えていることを知る機会があり、とても嬉しくなりました。
運営委員は 80 代から 10 代まで多彩な顔ぶれで、今年 1 年間活動をします。
どうぞ、よろしくお願いします。

イラスト：ＶＣＭ広報委員 内藤久満

6

