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2019
ボランティア団体によるミニイベントやカフェ、地域のボランティア活動や
ＶＣＭ登録団体の活動紹介コーナー、ユニバーサルスポーツ体験など楽しい企画が盛りだくさんのイベン
トです。ぜひお越しください！

１１月１７日（日）11：00～15：00
会

場： 藤村女子中学・高等学校（吉祥寺本町２－１６－３）

参加費： 無料（どなたでもどうぞ！）

音楽演奏や歌、踊りなどの楽しいステージ
大学生・高校生が運営するおもてなしカフェで一息！

ボランティア（団体）の
活動をあなたも体験！

被災地の物産やボランティア
手作りの編み物や花ふきん、
手作りお菓子など

東京 2020 パラリンピック正式種目となっている
ユニバーサルスポーツ「ボッチャ」を一緒に楽し
もう！体験コーナーの他、事前エントリーグルー
プによる交流トーナメント戦も実施します。
市内で活動する団体やボランティアができる施設・
団体の情報をチェック！
エントリーシートをＶＣＭまでお送り
ください！！

問合せ：

おとぱブースやＶＣＭの
各活動について紹介します！

ＶＣＭ（右上連絡先）
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ＶＣＭからの活動報告（７月～８月）

←交流会の様子

実施期間：７/３～８/２４
参加者数：１６７名
体 験 先：５４団体

ご参加いただいた皆さま、
ご協力いただきました施設・団体の皆さま、
ありがとうございました！
一緒にナツボラを盛り上げてくれた、サポーター
のみんなもありがとう！

8 月 7 日（水）11 時から社協会議室にて、お仕事サロン交流会を開催
しました。猛暑の中、中町分室やいたれりつくせりで活動しているメン
バー20 名の方が参加されました。
交流会は、日頃の活動への感謝の気持ちをお伝えすると共にメンバー
同士の親睦を目的として、これまで 12 月に中町分室で行っていまし
た。今回、広い社協会議室で行うことで、初めて全てのグループの皆さ
まにお集まりいただくことができました。今回の交流会を通してお互い
の活動を知る良い機会となったのではないかと思います。
VCM 運営委員から感謝の気持ちをお伝えし、花ふきん・編み物・切手
整理の各グループの活動紹介と 1 年の振り返りをスライドで見ていただ
いた後、会食、お仕事サロン作品の販売を行いました。
お仕事サロンメンバーの皆さまが、これからも楽しく活動を続けてい
ただけるようにこのような機会を大切にしていきたいと思います。
お仕事サロンメンバーの皆さま、今後ともよろしくお願い致します！

★日

時：毎月第３火曜日
10 時～15 時（12 時～13 時はお昼休み）

★場

所：市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
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↑交流会の様子↓

お話し相手ボランティアって難しそう…私にできるかしら…？
興味や関心はあるけれど、自分にできるのか不安な方やなかなか活動を始めるきっかけが
ない方に気軽にご参加いただける３回連続講座です！

①10 月 25 日（金）13：30～15：30

▼講

師

都賀田 一馬 氏（社会福祉法人武蔵野
特別養護老人ホームゆとりえ 施設長）

・お話し相手ボランティアとは
・ゲストスピーカーの話

▼場

所

市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）

・実習について

▼対

象

お話し相手ボランティアに関心のある方

▼定

員

20 名（申込順・全日参加できる方優先）

②10 月 26 日（土）～11 月７日（木）
実習

▼申・問

電話・FAX・メールにて VCM
（１面右上参照）

③11 月８日（金）13：30～15：30

※ボランティア保険未加入者は

振り返り

別途保険にご加入いただきます（300 円～）

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域
へ！

健康は足腰から！
ご自身の健康維持のためにポールウォーキングをは

ご好評いただいた前回に引き続き、「みかん」先生こと

じめませんか？
専用のポールを持って歩くことで、正しい姿勢のま
ま歩幅を広げてバランスよく歩けるようになりま

碓氷美香さんによるボードゲームのワークショップ。
今回は家にもある身近なもので、ご家族やご友人と休日
を楽しむアイデアを紹介します！！

す！みんなでウォーキングデビュー！

☆場

子どもから大人まで夢中になれるボードゲーム！

所：高齢者総合センター３階講義室
（緑町 2-4-1）

☆内

容：●ポールウォーキングとは

☆内

容：●ポールウォーキング体験

☆講

師：水間

☆場

所：市民社協会議室

☆内

容：●身近なものでできる
ボードゲームの体験

☆内

など

：●おとなが楽しめるボードゲームの
紹介・体験

孝之 氏（全日本ノルディック・
☆講

ウォーキング連盟 ウォーキングライフマイスター）

師：碓氷

など

美香 氏 （ワークショップデザイ

ナー、聴話力アドバイザー）

☆対

象：シニア世代の男性・女性

☆定

員：20 名（申込順）

☆対

象：シニア世代の男性・女性

☆申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

☆定

員：30 名（申込順）

☆申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）
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2020 年度（公財）東京市町村自治調査会広域的市民ネットワーク活動等
事業の助成団体募集
市町村のワクを越えて行われる多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事業の経費
の一部を助成します。
★説明会：１１月８日（金）18：00～（要申込み）
★申請期間：１１月５日（火）～１２月３日（火）
※助成条件・助成率等詳しくは下記へお問い合わせください
★問合せ：（公財）東京市町村自治調査会事業部企画課 TEL：042-382-7781

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！

№

5682 通学の付き添い

№

[内 容] 60 代女性（中国の方）の話し相手
[活動日] 土・日・祝のいずれか１時間程度
（要相談）
[募 集] １名
[場 所] 依頼者自宅（吉祥寺本町）
[依 頼] 個人
[その他] ・交通費あり（要相談）
・中国語が話せる方

[内

容] 自宅（吉祥寺北町）から特別支援学校
（練馬区）までの通学時の付き添い
[活動日] 月・水・金曜日（要相談）
[募 集] 20 代～50 代の女性１名
[場 所] 依頼者自宅から特別支援学校
[依 頼] 個人
[その他] ・車いす利用あり
・交通費あり

№

5764 通学の付き添い

№

5765 秋の収穫祭の手伝い

[内 容] 収穫祭にて畑で採れた野菜を販売
[活動日] 10 月 27 日（日）8：30～12：30 頃
[募 集] ２名
[場 所] 市民の森公園（関前 3-32）
[依 頼] もりもり森クラブ
[その他]・20 代～70 代
・軽食あり（おにぎり）
・雨天中止

[内

容] 武蔵境駅から池袋駅スクールバス停留
所までの通学の付き添い（送りまたは
迎え）
[活動日] 月～金曜日
※お迎えの場合、曜日によって異なる
[募 集] 若干名
[場 所]
[依 頼] 個人
[その他] ・交通費あり

№

5760 お話し相手

6761 第 19 回むさしのあったかまつりの手伝い

[内 容]
[活動日]
[募 集]
[場 所]
[依 頼]
[その他]
[締 切]

出店する模擬店の手伝い・スタンプラリーの景品渡し等
10 月 19 日（土）9：30～16：00 頃
６名
武蔵野障害者総合センター（吉祥寺北町 4-11-16）
VCM
軽食あり
10 月 12 日（土）
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お気軽に VCM まで
お問合せください♪

Little

Lights Choir（リトルライツクワイア）
代表

阿部 香織

私たちは、ゴスペルもゴスペル以外の曲も歌うパワー
コーラスのグループ、 Little Lights Choir(リトルライ
ツクワイア)です。吉祥寺を中心に井の頭沿線周辺エリア
にて、木島タロー先生のご指導のもと大家族のように和
気あいあいと笑いの絶えない雰囲気の中歌っています。
昨年末、とある施設で訪問演奏をさせていただく機会がありまして、自分たちの歌やその
歌のメッセージを聴いてくださった方々から「明るい気持ちになったよ」、「パワーをもら
ったよ」との言葉にとても感激し、このたびボランティア登録をさせていただきました。
訪問演奏では、ゴスペルや世界中で愛される洋楽の名曲から昭和歌謡まで、様々な曲を歌
わせていただいています。実は、歌っている私たちの方が、聴いてくださっている皆様から
の言葉や反応を通して、元気をいただき、歌の素晴らしさを改めて感じさせていただいてい
る、と思う機会もとても多いです。
これからも一つ一つの出会いを大切に、今日元気になれる曲、明日を生き抜く力をくれる
曲を中心に心を込めて歌っていきたいと思います。
連絡先

Little Lights Choir（リトルライツクワイア）
阿部香織

メール：littlelights2017@yahoo.co.jp

「むさしのあったかまつり」は、障がいがある方もない方も共に楽しみ・交流する、手作りのおまつ
りです。今年も、参加するすべての方があったかい気持ちになれるおまつりを目指していきます。
ぜひお越しください！

※手話通訳
あり

武蔵野市障害者総合センター（吉祥寺北町 4-11-16）
中央通りさくら並木公園

模擬選挙（武蔵野市地域自立支援協議会）・歌や踊りのステージ発表・作品
展示・ボッチャ・ゲームコーナー・スタンプラリー（参加賞あり）・縁日・
食べ物や飲み物の屋台・フリーマーケット・炊き出し
雨天開催

など

荒天時中止

実行委員会事務局（デイセンター山びこ内）
担当：本庄

TEL.0422-54-5102

第 19 回むさしのあったかまつり実行委員会、社会福祉法人武蔵野
武蔵野市

市民社協
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VОL ８３

ボランティア
活躍の場から
吉祥寺東おもちゃ病院

今回は日本おもちゃ病院協会に登録している『吉祥寺東おもちゃ病院』という
ボランティア団体のユニークな活動内容を紹介いたします。取材はたまたま当日
開院日の場所であった本宿コミセンでさせて頂きました。
メンバーは渡部（院長）さん、米山さん、池田さん、竹内さんの４人で、皆人
生を知り尽くした壮年の方ばかりです。皆、時計の修理などの細かい作業に使う
工具を持ち寄って、プラレールのトーマス機関車、ピカチュウやワンちゃんの動
くぬいぐるみなどを修理しておられました。壊れ、動かなくなったオモチャを子
どもが親御さんと一緒に持参されるとのことで、中には、三輪車のハンドル等の
修理を頼む方もいるとのことでした。
また、子どもが成長していらなくなったオモチャも募集しています。
大切にしていたオモチャが再び元気に動く様になった時、子ども達の喜ぶ顔
が目に見える様です。同時に何でも使い捨てにするこの世の中、子ども達に
『モノ』の大切さを教える貴重な社会活動の一つであると感じました。
当活動は吉祥寺南町コミセン・テンミリオンハウス月見路でも月に一度開か
れ、本宿コミセン・境南コミセンでは隔月に開かれています。12 月は 0123 吉
祥寺でもおもちゃ病院が開院するとのことです。
修理好きの方、ぜひ渡部（院長）にコンタクトして仲間に参加されてはいか
がでしょうか。ぜひホームページをご覧ください。
◆ホームページ：https://kichi-omocha-dr.jimdofree.com/
最後にお忙しい中、取材に応じてくださったメンバーの皆様ありがとうござ
いました。
内藤 久満

VCM 運営委員 中嶋 桂
本年 2 年目になる VCM での活動になりますが、最近活動に参加できてい
ないのが現状です。非常に申し訳なく思い、歯がゆい思いでいっぱいです。
私が VCM の運営委員になったのは、所属している青年会議所がきっかけ
で、武蔵野青年会議所は一昨年、武蔵野市民社会福祉協議会と災害時の相互
協力協定を結びました。その橋渡し役である私が機能しない事には、武蔵野
市の明るい豊かな社会は実現しません。これから冬にかけ今年も青年会議所
では様々な運動が発信されます。そこに VCM の活動をいかに結び付ける
か、そして、青年会議所での経験をいかに VCM で活かせるかが私のこれか
らの責務であると思います。
お詫びと訂正
８月号６面掲載の「運営委員の活動日記」の記事において、誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

（誤）VCM 運営委員長

平槇 明人

（正）VCM 運営委員

平槇 明人

市民社協・ボランティアセンター武蔵野

開所時間 ★住所・連絡先は１面参照

Ａ
●

火～土曜 ９時～１７時
※日・月・祝日休み※４月から変わりました

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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