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社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会

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

「夏！体験ボランティア」（夏ボラ）は夏休み期間を利用して、
地域で活躍する施設や団体でボランティア体験ができるプログラムです
◆対

象：市内在住・在勤・在学の中学生以上の方

◆参 加 費：200 円（ボランティア保険未加入の場合、別途保険料 300 円～が必要）
※施設によって、昼食費・交通費・腸内細菌検査などの諸費用がかかる場合があります

①７月 11 日(水)
②７月 21 日(土)
③８月 ４日(土)
④８月 21 日(火)

会場

18：00～
14：00～
14：00～
18：00～

市民社協会議室
※③のみ武蔵野プレイス

申込

電話・メール・ＦＡＸにて
ＶＣＭ（右上連絡先）まで
定員 各回 30 名（先着順）

会場 ＶＣＭ窓口
ボランティアコーディネーターと一緒に
個別で体験先を決めます。

７月 11 日（水）～ ８月 24 日（金）
9：00 ～ 16：30

７月 17 日（火）～ ８月 31 日（金）

それぞれの施設でボランティア体験！

会場 武蔵野プレイス
活動前の不安や悩み、活動後の感想などを
参加者全員で話し合いましょう！

９月２日（日）
14：00 ～ 16：00
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VCM からの報告（4・５月）

■参加者：７名（男性５名、女性２名）
■講 師：小沼 廣和氏（NPO 法人 小金井桜を復活する会）・ 金子 恵一氏（NPO 法人 むさしの歩こう会）

今回は、小金井桜を復活する会の小沼さまより、小金
井桜についての話をお聞きしてから小金井桜の堤を散
策しました。一本一本の桜に歴史と思い入れが感じら
れ、桜は手入れを必要とする樹木であるが故の苦労話
を伺えたことは貴重な体験となりました。小金井桜は
玉川上水沿いの小松橋から境橋までの約６km に亘っ
て堤に植えた桜を指します。小金井桜が小金井公園の
中ではなかったことは意外でした。
ただ、残念なことに今年はすでに落花してしまい、桜の花を愛でることはかないませんでし
たが、来年小金井公園で花見をするときは今年とは違った視点で楽しむことができそうです。
（記：後藤

誠一委員）

■参加者：30 名（男性 22 名、女性８名）
■講 師：杉本 博氏（碁遊人、お父さんお帰りなさいパーティ実行委員）

日本人には宗教観がないとよく言われるが今日の
熱気を見る限りこれは大きな間違いではないかと思
う。杉本講師の話の深さ、広さそして精緻さに参加
者の方々は一言一句聞き漏らすまいと二時間のお
話、スライドと資料に耳と目をかたむけて大満足の
様子だった。杉本講師作成の資料はそれ自身立派な
本になる程でその作成に多大の時間を注がれたとの
こと敬意を表したいと思います。それにしても宗教
に焦点を当てて二時間お話を聞ける幸せをかみしめ
たいと思う。参加者の方の中には話の一部について
更に詳しい方もおられびっくりした。今回から始まったサロン終了後の懇親会・わいわいおと
ぱでも更なる質疑が続きリピートのご希望が出る雰囲気だった。
（記：辻田 彪委員）
2

■日にち：4 月 25 日（水） 5 月 10 日（木）

ボランティアを始めるまでの流れや活動時のポイントな
どを説明したり地域で幅広く活躍されている方のお話を聞
いたりしました。ボランティアを始めたきっかけや想いな
どを聞くことでボランティアについてイメージを持ちやす
くなったかと思います。後半は参加者の好きなこと、やっ
てみたい活動の話を聞きながら一緒にボランティアを探し
ました。ボランティアのご相談はいつでも受け付けており
ますのでお気軽にＶＣＭまでご連絡ください！

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

ドライブやお買い物など生活と切り離せない「自動車」。そんな日常を支える車の運転に

ついて一緒に考えませんか？自動車教習所のインストラクターのご経験もある
講師の方の解説で、最近話題の「免許返納」についても取り上げます！！

♢会 場：市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
♢内 容：●運転中のリスクについて ●自動車免許を返納後のこと など
♢講 師：秋月 祐太朗 氏（株式会社いたれりつくせり）
♢対 象：どなたでも（これからの運転を考えたい方、親・子の運転が心配な方歓迎）
♢定 員：20 名（申込順）

♢参加費：なし ♢申・問：ＶＣＭ（1 面上参照）

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

5495

工作クラブ

№

容] 特別養護老人ホームでの工作クラブ
のプログラム提案（切り貼り、ぬり

[内

絵など）。1 時間程度で作成できる
H

5508

市民社協 40 周年式典と
七夕のつどいの手伝い

容]来場した高齢者と障がい者の誘導
（①午前②午後）

工作を行い、利用者と楽しむ活動。
[活動日] 毎週火曜（第４以外）
14：00～15：00
[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] １～３名
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[活動日]７月８日（日）
①9：00～12：00

②12：30～17：00

[依頼］武蔵野市民社会福祉協議会
[場所]文化会館（中町 3-9-11）
[募 集]各２名
[備 考]●昼食あり

手話であいさつや自己紹介をしたり、歌をうたったり、
楽しく学んで耳の聞こえない方との会話を始めてみませんか？

7 月 26 日(木)・27 日(金)・28 日(土) 10:00～12：00
●会 場：市民社協

会議室（吉祥寺北町１-９-1）

●対 象：市内在住の小学 2 年生～6 年生（2 日以上出席できる方）
●定 員：20 名
●参加費：無料
●申・問：往復はがきに
①住所 ②氏名（ふりがな）③電話番号 ④学校名
⑤学年 ⑥参加可能日 を記入して下記へ
●締 切：７月 9 日（月）必着
★申込み・問合せ★
市民社協

ボランティアセンター武蔵野 「こども手話教室」担当
（〒180-0001 吉祥寺北町 1-9-1）
TEL：0422-23-1170
FAX：0422-23-1180

■対

象：市民参加型を基本としたボランティア団体・ＮＰＯ等の非営利団体が行う活動
※配食サービス、会食サービス、孤立予防のための居場所運営、生活助け合い活動など
※助成対象外あり（行政等から全面的委託を受けている事業、団体スタッフに対する人件費・
団体設立や許認可にかかる経費）

■助 成 金：総額 165 万円
■申込締切：平成 30 年６月 30 日（土） 必着
■申込方法：申込書に必要事項を記入し、添付資料を添えて郵送
（申込書は下記へ請求または HP よりダウンロード）
■問 合 せ：一般社団法人 全国食支援活動協力会 事務局
TEL：03-5426-2547 FAX：03-5426-2548 HP：http://www.mow.jp

■対

象：知的障害児（者）の福祉向上を目的とする事業・調査研究

■助 成 金：年間総額５００万円
■申込締切：平成 30 年 8 月 31 日（金） 必着
■申込方法：HP よりダウンロード
■問 合 せ：社会福祉法人 松の花基金
TEL：03-5848-3645 FAX：03-3861-8529 HP：http://matsunohana.jp/
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敬称略、順不同

委員長

酒井 陽子

北川 史歩子

森井 篤

千種 豊

滝野 美奈子

成蹊大学学生ボランティア本部（高尾

原田 隆子

田中 邦忠

中嶋

桂

鯰田 昭子

唐澤 真智子

相川

富子

中澤 英子

武平 光幸

平槇

明人

堀 一美

中西 信介

小澤 洋祐

夏目 重美

源）

４月のＶＣＭ運営委員会にて
辞令交付式を行いました

NPO 法人ぐーぐーらいぶ

北川

史歩子

私たちは 2003 年に公共図書館の非常勤職員（図書館司書）
を中心に設立した NPO 法人です。「情報格差の是正」をミッ
ションに、設立翌年から中野区立中央図書館の運営を 9 年
間行っていました。
現在は公共図書館業務から発展し、中野区と武蔵野市を中
心に、独自の図書館活動として「人力移動図書館（キャリー
に本を詰めて公共交通機関を使って各地で本の貸出等を行
う）」や「出張おはなし会（絵本の読み聞かせと手あそび、
わらべうたの会）」、西久保の一軒家に事務所を移して「子
ども文庫（子どものための小さな図書館）」を定期的に開く
など、子ども達とその保護者を中心とした読書環境のサポートや居場所づくりなどを行っています。
また、昨年より吉祥寺南病院と連携し、入院患者さんとそのご家族のために、病棟内で本を楽しめ
る環境をサポートする活動も始めました。（こちらは主に高齢者の方が対象です）
その他、本の受注販売や、古書販売、読書相談から読み聞かせボランティアの育成など、誰もが本
を楽しみ、世界を広げ、豊かな社会生活を送るためのサポートを幅広く行っています。公共図書館の運営
からスタートした私たちは、誰もがいくつになっても、どんな境遇になっても関わる事ができ、サポートする側、される側
の一方向でないスタイルを基本とした活動を進めています。スタッフや会員も10 代から80 代までの男女が幅広く関わって
いますので、関心のある方はお気軽にお問合せください。
連絡先 下記ホームページ「お問い合わせ」フォームよりご連絡お願いします。
ＨＰ

http://www.goo-goo-libe.jp/contact
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ボランティア
活躍の場から
昌浦 龍男さん

武蔵野市緑町にある介護老人保健施設“ハウスグリーンパーク”でユ
ニークなボランティア活動をなさっている健康運動指導士の昌浦 龍男
(まさうら たつお)様にお会いしてお話を伺いました。
当施設は武蔵野市役所、中央公園の近くに位置する高齢者向け施設
で、昌浦様は現在、入所者、デイサービス利用の方々を対象に毎月第一、
第三水曜に“イスに座って健康体操”を指導しておられます。参加者の体
調等により人数の変動もあるようですが、毎月多くの方々にご参加いた
だいているとのことです。
これは加齢に伴う脳と体力の老化を防ぐ事が最大の目的です。体操
は“誰でも出来る”をモットーとして３０～４０分続きます。準備運動→脳トレ
ーニング→リズム体操→筋力トレーニングと続き、最後整理運動で〆と
なります。インタビュー中に私たちもその一部を実践させていただきまし
たが、初めての経験故、私はかなりまごついてしまいました。
しかし、長い間この体操を実践すれば、脳の活性化、体力の回復につな
がるという実感は会得することが出来ました。なお、同氏は現在武蔵野・
三鷹ケーブルテレビで毎週月～金曜 午前 9 時 20 分～30 分、12 時 50
分～1 時に“だんだん活力アップ体操”という番組に出演なさって市民の
健康増進に努力なさっておられます。
昌浦様、お忙しいところ、今回の取材に協力を頂きありがとうございま
した。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員 武平 光幸
武蔵野市に住んで 13 年になります。10 年位前から子育ての事で悩んで
おり、これまでの人生を振り返ったときに、自分の事ばかりで周囲の事を
考えていない自分に気づきました。
そこで私は住民の方が喜ばれるボランティア活動をしようと思い、氏神
様神社の境内の掃除を週一回、休みの日に行うことにしました。これは 5
年位続けました。また、5 年前から VCM を通じて小学校のあそべえで、障が
い児のボランティア活動を週一回させて頂いています。VCM の運営委員に
昨年応募で入会させて頂きました。仕事との両立であまり出席できません
が、ボランティア活動は続けていこうと思っています。皆さんも人生にボ
ランティア活動する時間を取り入れたら良いと思います。

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
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
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