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ＵＲＬ http://www.shakyou.or.jp

毎年行っている「夏！体験ボランティア」が
ボランティアキャンペーン『ナツボラ』に変わりました！

ボランティアキャンペーン『ナツボラ』は、夏休み期間を利用して
地域で活躍されてい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・在学の中学生以上でボランティアに興味・関心のある方
★参加費：200円（ボランティア保険未加入の場合、別途300円から）
お申し込み時にお支払いください
※体験先によって昼食費・交通費・腸内細菌検査費など、かかる場合があります

オリエンテーション
会

場

市民社協会議室

①７月 3日（水）18：00～

④７月26日（金）18：00～

②７月16日（火）18：00～

⑤７月30日（火）13：00～

定

員

各回30名（申込順）

③７月20日（土）13：30～

⑥８月 3日（土）10：30～

申

込

電話・メール・FAXにて

※③のみ武蔵野プレイス

VCM（右上連絡先）まで

ボランティア体験申込
会

７月３日（水）～８月10日（土）
9：00～16：30（※日曜・月曜・祝日除く）

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。

ボランティア体験
７月10日（水）～８月17日（土）
※活動時間は選んだ体験先によって異なります

交
８月24日（土）10：00～14：00

流

それぞれの施設でボランティア体験！

会

会 場 西久保コミュニティセンター
お世話になった施設や団体のみなさんをおもてなし☆
参加者全員で軽食をつくりましょう！また参加者には
活動の修了証をお渡しします。
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○講

/

師：大石 学 氏（東京学芸大学特任教授）

○参加者：23 名（男性 14 名、女性９名）

（土）

講師の大石先生は、大河ドラマで時代考証を務められており、以前の時代劇は
チャンチャンバラバラが多かったが、最近はほとんど見なくなったのも時代考
証を反映したドラマ作りが行われるようになったからとのことでした。
徳川吉宗の享保の改革の中、武蔵野新田の担当であった町奉行大岡忠相が武蔵
野新田の運営を任せたのが、地域をよく知る川崎平右衛門です。平右衛門は、地
元府中周辺の多摩川大洪水の後の治水工事や六所宮（大國魂神社）の東照宮の修
理などに尽力するとともに、多摩地域の発展の礎となった武蔵野新田の安定化や
新田村々の救済・復興の立役者となりました。
平右衛門の施策は、現在の武蔵野にも残っています。例えばいろいろな作物
を植えて、飢饉のときの食糧確保を行い、その中に栗も含まれていたため現在
の三鷹市や小金井市には栗が多くみられます。また、江戸庶民の行楽地として将
軍狩場の玉川上水沿いに桜を植樹し、それが現在の小金井桜に繋がっています。
このように江戸時代を知り尽くした先生に、江戸中期から後半にかけての時代
背景から解説いただき、その中で川崎平右衛門が活躍した内容を説明いただきま
した。
（記

○講

/
（土）

：後藤

誠一委員）

師：滋野 佳美 氏、阿部 彩乃 氏
（吉祥寺美術館

学芸員）

○参加者：12 名（男性５名、女性７名）
｢わたしのまちの美術館｣というテーマで、滋野佳美吉祥寺美術館学芸員に講演し
て頂いた。
(1)2002 年の開館で、現在 2500 点以上の作品を所蔵。
上野の美術館よりずっと規模は小さいが、企画展示に工夫を凝らし、地元にゆ
かりの作品を展示している。
(2)武蔵野市ゆかりの芸術家
関東大震災(1923 年)以降、武蔵野市に多くの芸術家が移住。芸術家同士の交
流もあったようである。
(3)野田九浦や小畠親子など、作品を所蔵している数名の芸術家について
１時間程の講演後、コピス７階にある吉祥寺美術館に皆で移動。
約 1 時間、阿部彩乃学芸員に現在企画展示している｢移ろう季節を感じて｣のテー
マ作品を、一点一点説明して頂いた。
参加者の中には、こんなに丁寧に展示作品を説明してもらった経験がないと、
感激しておられた。
時々は地元の美術館に足を運びたいものである。
（記
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：原田

隆子委員）

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 25 日(木)・26 日(金)・27 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
●締

を記入して下記へ

切：７月 12 日（金）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

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！

№

5456 日常生活の付添い

[内

容] 買い物または病院の付添い

№

[内 容] 依頼者宅（吉祥寺北町）から石神井特別
支援学校までの通学を付き添う（路線バ

[活動日] 毎週金曜日

ス使用）

１時間～１時間半（時間は要相談）
[募

集] 男性１名

[場

所] 武蔵境駅周辺のスーパー、診療所

[依

頼] 個人

5682 通学の付添い

[活動日] 月・水・金（週１日でも可）
10：30 に依頼者宅を出発
[募 集] 女性１名

[依 頼] 個人

[その他]・依頼者 10 代女性（難病）

[その他]・依頼者 60 代男性（視覚障がい）

歩行不安定のため車いす使用
・行きのみの付き添い（交通費支給）
・学校到着後は車いすを自宅に届けて
活動終了
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お父さんお帰りなさい！ようこそ地域
へ！

吉祥寺南病院は地域密着型病院として、この地域の救急と地域のかかりつけ医として信頼される病院を目指
していきたいと考えています。今回は 2025 年に向けて議論されている地域包括ケアシステムとかかりつけ
医を持つということについてお話しさせていただきます。
（吉祥寺南病院

◇会

場：市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）

◇内

容：●かかりつけ医を持つと？

会社時代は知らないかもしれない地元の病院

●2025 年、医療はどうなっていくのか？
◇講

師：山下

◇対

象：シニア世代の男性・女性

◇定

員：20 名（申込順）

山下 重雄先生より）

重雄 氏（医療法人啓仁会

吉祥寺南病院

など
院長/医学博士）

◇参加費：なし
◇申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

このまちをもっと好きになるために

第４次武蔵野市民
地域福祉活動計画が策定されました
市民社協では、昨年７月より市民のみなさまと一緒に地域福祉活動計画づくりを進めてきました。地
域福祉活動計画は「ささえあいのまちづくり」を進めていくために、地域の現状と課題、今後の取り
組みについてまとめた６年間の計画です。市民、地域団体、市民社協などそれぞれが取り組んでいく
ことについてまとめています。
第４次計画書では前半が地域ごとの計画となっており、後半は全市的に取り組んでいくことをまとめ
た全市版の計画となっています。
★計画書を配布します！
配付開始

７月上旬より

配付場所

市民社協事務所、市政センター
コミュニティセンターなど

※計画書及び PR 動画は市民社協ホームページでも見ることができます。
（http://www.shakyou.or.jp/）
お問合せ 市民社協 ℡0422-23-0701
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特定非営利活動法人プラネットカナール
代表

鈴木 邦明

▶ひとり暮らし用の家電家具を必要でなくなっ
た人から集め、必要としている児童養護施設を
巣立つ 18 歳に届ける活動をしています。いざ
というときに頼れる親や家庭がない子どもたち
にとって、巣立ちはどんなに不安なことでしょ
う。そんな不安いっぱいの顔が微笑みに変わる
瞬間をイメージしながら活動しています。生活
を支える家電家具はとても喜ばれます。巣立ち
の出費を抑え、本来の自立にも集中できます。
▶今年は 12 施設 35 名を応援し、6 家電は希望者
全員に、カタログからも 274 アイテム贈呈でき
▶私たちは寄贈を呼びかけ、6 家電（冷蔵庫・洗
ました。贈呈式では Moment of Smile™微笑み
濯機・電子レンジ・テレビ・炊飯器・掃除機）
に変わる瞬間が溢れていました。「一番うれし
や小さな部屋に合ったアイテムを引取り保管し
いのは私たちのことを思ってくれている人たち
ます。寄贈品の整理・採番・採寸・カタログ写 がいることです」とお礼の言葉、モノ以上の何
真撮影を行い、クリスマスまでに施設卒園予定 かが伝わっているようです。毎年、施設出身者
者に寄贈品カタログを届け、ひとり暮らしをイ の講演会も開催、モノを通じて、人々がつなが
メージしながら選んでもらいます。1 月に贈呈 り理解と応援の輪が広がっています。
品のクリーニングや配送準備、贈呈は 2 月。
▶家電家具の寄贈は無料、ボランティアにもご
自分に合った参加が可能です。お気軽にお問合せ
ください。

敬称略、順不同

委員長

酒井 陽子
千種 豊

小澤 洋祐

飯田

原田 隆子

北川 史歩子

中西 信介

鯰田 昭子

滝野 美奈子

森井 篤

中澤 英子

田中 邦忠

中嶋

桂

堀 一美

唐澤 真智子

相川

富子

平槇

明人

智也（成蹊大学学生ボランティア本部）

４月のＶＣＭ運営委員会にて

今年度もよろしくお願いいたします！
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辞令交付式を行いました

VОL ８０

ボランティア
活躍の場から

今回は、武蔵野市境にある亜細亜大学の障がい学生修学支援室を紹介いた
します。
亜細亜大学は、視覚障がい・聴覚障がいなどのハンディのある学生を積
極的に受け入れている大学の一つです。障がいのある学生達のサポートを

亜細亜大学

行うピア・サポーターと名付けられた支援学生の数は、35 名です。障がい

障がい学生修学支援室

学生修学支援室で行うサポートは、手話通訳、ノート・ＰＣテイク等によ
る情報保障です。手話通訳以外のサポートは、ピア・サポーターが行いま
す。又、車椅子使用学生には、教室に専用の机を用意する等の配慮もされ
ているとの事でした。
勿論、サポート学生との交流は授業時だけではなく、日常の楽しいキャ

ンパスライフでのコミュニケーションも活発に行われています。こうして
楽しいキャンパスライフを終えた障がいのある卒業生の中には、教師やニ
ュースキャスター、企業人として活躍している方が大勢いらっしゃると伺
いました。
お忙しい中を取材に協力下さり、障がいのある仲間と一緒に楽しく会話さ
れる姿を見せて下さった亜細亜大学生の湊谷さん、坂本さん、村上さん、そ
して障がい学生修学支援室の平槇様、ありがとうございました。
内藤 久満

VCM 運営委員長 酒井 陽子
令和元年の VCM 運営委員は平成 30 年度と同じメンバー、（成蹊大学
Uni の代表は代替わりしました）活発な話し合いが和気あいあいと行わ
れることでしょう。
さて、今年は｢お父さんお帰りなさいパーティ｣が第 20 回を迎えま
す。20 数年前、ご主人が定年後は終日自宅にいらして、奥様は３食用意
して、友人に会ったり地域活動に参加するのに気兼ねなく出かけたいけ
れど･･･という悩みから、お父さんも地域で活躍しませんかとスタート
しました。

最近は男女の区別なく仕事と同時に地域活動をしている方は増えてい
ますが、誰しも初めてのことは緊張すると思います。｢お父さんお帰り
なさいパーティ｣を情報収集の機会に活用してみてください。

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

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

6

Ａ
●
●
八幡宮
西交番

●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

