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ＶＣＭでは今年もボラカフェを開催することとなりました。
今年も「ボランティアに触れて・楽しめるイベント」として
様々なブース・ミニイベントを設置する予定です。
そこで、ボラカフェ当日に普段の活動を紹介していただける団体を募集します。

会

場：藤村女子中学・高等学校
（吉祥寺本町 2-16-3）
日
時：11 月 18 日（日）11：00～16：00
申 ・ 問：ＶＣＭ（右上参照）
申込締切：８月 31 日（金）
※①②ともにどのような内容での参加になるかを
電話・メール・FAX のいずれかでご連絡下さい。
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昨年は演奏や踊り、小噺、読み聞か
せ、手話など様々な団体さんにご参
加いただきました。

◆参加者 ：一般参加者 29 名、地域活動団体 20 団体（31 名）、その他 29 名 合計 89 名
◆講 演 ：「生活の質を高め 生きがいのある日々を過ごす」
◆講 師 ：大久保 洋子氏（成蹊大学名誉教授）
生活圏を地域に移した定年後の皆様を地域にお迎えし、
楽しい生活の実現をお手伝いする場として平成 12 年５月
から始まった「お父さんお帰りなさいパーティ」、今回は第１
９回をむかえました。
市内在住の方を中心にお集まりいただいた定年後の皆
様を主役に、武蔵野市で活動している趣味・地域活動団体
にご参加をいただき、各関係者の協力のもとでの開催とな
りました。
今回のテーマを「人生を新しい仲間と楽しむわくわくら
いふ」に置き、「楽しいこと」や「仲間」を見つけることに焦
点を当てました。特に、地域での活動を知ってもらうにとど
まらず、より身近に感じ、活動を具体的にイメージできるこ
とを意識しました。
参加者の拡大、そのための内容の充実を図りながら、節
目となる２０回をより盛大なものにしたと思います。
記 ：田中邦忠委員長

成蹊大学学生ボランティア本部、亜細亜大
学ボランティアセンター、亜細亜大学一般奉
仕会『細流(せせらぎ)』の３団体による大学間
ネットワークが企画・運営を行う「ボラ友の輪」
が成蹊大学第一学生食堂で開催されました。

ボラ友の輪は４月から入った新入生を主な対
象に、ボランティア仲間“ボラ友”づくりを目的と
して毎年開催しており、今年度は４５名の参加が
ありました。今後も参加者同士、団体間の交流
が深まっていくといいですね。
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高齢者に関わるボランティアとして、お話し相手や施設でのお手伝い、外出付添
い等、様々な活動をしている人を対象にしたフォローアップ講座を行います。
活動内容や楽しさ、ちょっと困っていること等を参加者で共有したり、一緒に考
えたりします。活動を充実させ、もっとボランティアを楽しみませんか？
ご参加をお待ちしています。

◆会

場：①市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
②武蔵野プレイス 3 階スペースＣ（武蔵野市境南町 2-3-18）
◆ゲスト：本木 弘子氏（吉祥寺ホーム）
◆対 象：高齢者と関わるボランティア活動をしている方、
これから活動したいと思っている方ならどなたでも
◆定 員：各回 20 名
※両日同じ内容で行いますので、
◆参加費：無料
どちらかにご参加ください。
◆申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

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！
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№

「鈴虫の鳴声を聴く夕べ」の手伝い

乳幼児の保育補助(水遊びの見守りなど)
[内

[内

容] 会場での受付、虫かごの受付、ぼんぼり

の設置、取り外し
[活動日] ８月 26 日（日）15 30～21

5549

容] 乳幼児の保育補助、主に水遊びの見守り、

ビニールプールの管理、準備、片付け。
[活動日] ７月 10 日～9 月 10 日頃（８月 11 日～15

00

日を除く）火～土曜の晴れた日

H

A 10:00～13:00、B 13:00～15:30 のうち希望日時

[依頼＆場所] 市民の森公園（関前 3-32-35）

[依頼＆場所］すくすく泉（吉祥寺本町 3-27-17）

[募

集]５名

[募

集] 1 日 1 名（女性）

[その他] ●持ち物／着替え、熱中症対策できる物

[その他] 雨天中止、駐車場なし、自転車駐輪可

●期間中３日以上活動できる方希望

３
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災害ボランティアセンターをご存知でしょうか？
大規模災害により被災した人たちや地域を支援す
るために、臨時的・応急的に作られるボランティアセン
ターで、平成３０年７月豪雨でも各地で開設されていま
す。災害ボランティアセンターでは被災者がなるべく
元の生活に早く戻れるよう、支援に駆けつける災害ボ
ランティアと協力して生活を支援していきます。
ＶＣＭではこの災害ボランティアセンターの運営マニ
ュアルを昨年４月に策定し、今年１月にはマニュアルを
もとに災害ボランティアセンター運営訓練を実施しま
したが、見直しが必要な事項が出されたため、関係機
関と合同でマニュアルの見直し作業を行うこととなり
ました。第 1 回の会議は５月２８日に開催され、訓練に参
加した関係団体の皆さんにお集まりいただき、現在の
マニュアルの内容の確認と意見交換を行いました。今
後は来年１月の訓練に向けて具体的な内容の見直しを
進めていく予定です。

■対

【参加団体】
ＶＣＭ運営委員会、武蔵野市国際交流協会、
武蔵野青年会議所、武蔵野平成まごころ組、
成蹊大学学生ボランティア本部、亜細亜大学ボラ
ンティアセンター、亜細亜大学一般奉仕会「細流」
★現在のマニュアルは市民社協ホームページで
ご覧いただくことができます

http://www.shakyou.or.jp/saigaivc.html

象：障害児者に対する自助・自立の支援事業。非営利法人で 3 年以上の活動実績があるもの。
（定例化やシリーズ企画などの事業は対象外）

■助 成 金：総額 1000 万円予定。１件の上限額原則 200 万円。
■申込締切：８月 31 日（金） 消印有効
■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 HP よりダウンロード→http://www.swf.or.jp/support/index.html#moushikomi
■問 合 せ：公益財団法人

■対

洲崎福祉財団事務局 TEL:(直)03-6870-2019 FAX:03-6870-2016

象：①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動

＿＿＿＿＿＿②地震・豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支援活動
■助 成 金：上限 30 万円（１団体あたり）。総額 4,500 万円。

■申込締切：9 月 15 日（土）消印有効
■申込方法：所定の申請書（２枚）を事務局宛に郵送。
＿＿＿＿＿＿詳しくは HP をご覧ください→http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html
■問 合 せ：公益財団法人

大和証券福祉財団 事務局

＿＿＿＿＿＿E-mail：fukushi@daiwa.co.jp TEL：03-5555-4640 FAX：03-5202-2014
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お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

ビシッとした仕事着でかっこいい毎日を過ごしていたあなた。定年後まちに出かけ
る服で悩んでいませんか？オシャレを楽しみながら、これからの人生も楽しんでい
ただきたい！！そんなあなたのためにおとぱサロンでは、
「ちょっとしたコツから始められる着こなし」を取り上げます。

★会

場：武蔵野プレイス３階スペース C（武蔵野市境南町 2-3-18）

★内

容：●おしゃれに見せる３つのコツ

＿＿＿＿＿●おしゃれに見せる着こなしを考えよう など
★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）

★対

象：シニア世代の男性・女性 ご夫妻でもどうぞ！

★定

員：20 名（申込順）

★参加費：なし
★申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

ギロック・フレンズ in 東京
代表

上田

夕美

私たちギロック・フレンズ in 東京は、プロ、アマ混合の音楽グループです。
もともとはウィリアム・ギロックというアメリカの作曲家の作品の研究をする、ピアノ教師
中心の会でしたが、いろいろな出会いを経て 15 年ほど前からは「音楽の出前」をする団体に
変身。「音楽は心を交わすもの」というギロックの精神を大切に、どこへでも楽しい音楽をお
届けに参ります。通常の活動としては、武蔵野市内の障がい者施設や 毎週）、近隣の市の高
齢者施設、子ども家庭支援センターで定期演奏 各所 1～2 か月に１回）を行っています。ま
た、コミセンや子供会などの行事でも演奏しています。メンバーはピアノ、フルート、ファゴ
ット、チェロ、声楽などを専門としておりクラシック
出身ですが、その時々の対象となる方の年齢や好みに合
わせて童謡や懐メロ、アニメソングや J-pop も演奏しま
す。またパネルシアターや手遊びも得意技です！
東北の震災以降は、宮城、福島の方たちとの交流をも
ちながら、毎年夏に被災地を訪問しています。今夏も石
巻の数か所の施設でミニコンサート。笑顔を届けに行
って参ります！
連絡先

上田夕美 yumisan@ac.auone-net.jp

FAX：0422－51－7186
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VОL ７５

ボランティア
活躍の場から
こども発達支援室ウィズ

武蔵野市役所裏、緑町都営住宅の一階にある“みどりのこども館”には
親子で遊べる“おもちゃのぐるりん”、子どもの発達に関する相談“地域療
育相談室ハビット”、それに今回わたしたちが訪問した心身の発達におく
れや偏りのある子ども達の育ちを支える“こども発達支援室ウィズ”の三
つの施設があります。
“ウィズ”では３歳から５歳迄の未就学児に、資格を持った保育士、幼稚園
教諭、社会福祉士などの方々が子ども達に遊びの中から発達を促したり、
生活習慣を身に着けたりする練習をしています。その様子を拝見させて
頂きましたが、ピアノ演奏による音楽あそびあり、室内でのつり遊具のブ
ランコ遊びあり、シール貼りで遊んだりとそれは楽しそうに子ども達は過
ごして居ました。
ここで活躍中のボランティアさんは今現在男性３名、女性１名でして、い
ずれも子育てが終わった中高年や主婦の方々です。その他に不定期であ
りますが学生も含めて登録者が 10 名ほどいらっしゃるとのことです。
ボランティアの内容は食事の準備、庭の手入れなどですが、やはり子ど
も達との遊びを通した触れ合いがメインになるとの事でした。この様な
ボランティア活動で色々な大人との触れ合いができ、子どもの社会性が
培われるとのお話でした。
本日はウィズ副館長の鎌倉香苗（かまくらかなえ）さんにお話を伺い、
また子ども達の可愛い姿に接する事もできました。ありがとうございまし
た。
取材・文：内藤久満

VCM 運営委員 滝野 美奈子
3 年前の 3 月 11 日、ボランティアで福島県相馬市へ行きました。
奈良の唐招提寺の方々もいらしていて、昼食を食べながらの雑談の中で
長老さんが「一生のうちに他人を喜ばすことがどれだけできるか、それが
大事なんだよね」とおっしゃっていました。その言葉が今も私の中に残っ
ています。
自分の周りの人達と繋がり、もし困っている人がいたら助け、助けられ
た人も助けた人も喜びを得られる、それがボランティアなんだろうな、と
今思います。
最近は「七夕のつどい」で上映される「市民社協この 1 年」（今年は「市
民社協この 10 年」）のナレーションを担当しております。
自分のスキルがお役に立てる、とても嬉しいボランティアです。

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

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 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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