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パネルディスカッション「コミュニティの扉を開けると―３人の先達が振り返る地域デビュー」
見城

武秀氏（成蹊大学教授）、小林

一夫氏、志賀

和男氏、田中

邦忠氏

参加者：一般参加者 46 名（11 階見学者 含）、地域活動団体 26 団体（52 名）
その他 31 名

合計 129 名

定年後、生活の場を地元に移した皆さんが、地域デビューするお
手伝いをする場として始まった「お父さんお帰りなさいパーテ
ィ」は、今回 20 回の節目を迎えました。今回は、パネルディス
カッションを 10 階スカイルーム、武蔵野市で活動する趣味・地
域活動団体の展示ブースを 11 階レインボーサロンと分けて進め
ました。結果、それぞれの会場にゆとりがあり、伝えたい内容を
しっかりと伝えることができたように思います。
高齢者の充実した、楽しい生活の実現に何らかのお手伝いが出来

ればとの思いを込めて「人生は 60 歳からが楽しい」と呼び掛け
ました。参加者も何か新しい出会い、楽しいことを求めて参加さ
れてるように感じました。パネルディスカッションでは、見城
教授のリードのもと各パネラーが「思いっきって一歩を踏み出す
ことが次につながる」、「人とのつながりが新しい世界を広げ
る」といったことを異口同音に話していたことが印象的でした。
11 階に移動しての展示ブース見学は、会場が広いこと、団体
の説明員も多く配置されていたことで、活発なコミュニケーショ
ンができたように感じます。また、交流会でも活発な意見交換が

行われ、うるさいくらいの盛り上がりとなりました。また、ビ
デオで活動を見せる試みは、企画した当事者も驚く説得力があっ

ご参加ありがとう
ございました！

たように思います。今回の学びを次につなげたいと思います。
（記：田中邦忠委員長）
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（水）

（土）
第一回目は５月 15 日（水）に市民会館 男女平等推進センター会議室で
行い、第二回目は５月 25 日（土）にかたらいの道市民スペースにて実施い
たしました。
どちらの回でも前半は車いすの種類から操作の仕方や注意点などの講習
を行い、後半は実際に外へ出て路上体験！車いすを押すだけでなく車いす
を利用している方の気持ちを少しでも理解するために、車いすに乗る体験

も行いました！参加者全員が周りに注意しながら且つ、丁寧に操作をして
いました。今まで車いすに触ったことのない方もいたようで、とても良い
経験になったとのことでした。
両日とも天候に恵まれ汗をかきながらの路上体験となりました。みなさ
ん真剣に受講されており、この講座が今後何かの役に立てれば良いなと思
っております。
今後の「車いす付添いボランティア講座」は未定ですが、開講時はぜひ
ご参加ください♪

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域
へ！

大正末年以来、武蔵野には野口雨情、野田九浦、亀井勝一郎、金子光晴、野田宇太郎など、多
くの文化人たちが居住して、街の人びととともに文化活動を繰り広げました。本講座では、版
画家の織田一麿に焦点をあてて、その多彩な活動を追究したいと思います。

☆場
☆内
☆内
☆講

所：武蔵野プレイス 3 階スペース C（境南町 2-3-18）
容：●武蔵野の近現代史
容：●武蔵野の歴史を研究する方々について
など
師：保坂 一房 氏
（公益財団法人 たましん地域文化財団 歴史資料室 室長）
☆対 象：シニア世代の男性・女性
☆定 員：30 名（申込順）
☆参加費：なし
☆申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）
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ボランティアセンターとボランティア団体との協働講座

「市民社協に地域のみなさまから寄付された晒し布や刺繍糸、毛糸類を素敵な作品にして、使っていただき
ましょう」と市民からの発案で始まったお仕事サロンの活動。寄付された素材を活かしてボランティアさん
が作った作品を地域のイベント等で販売し、売上金は全て市内の地域福祉活動に活用されています。
手仕事が好きな方、興味がある方、何か作ってみたい方、大歓迎です！
日時

会場

９月２０日（金）１０：００～１２：００
９月２１日（土）１０：００～１２：００

武蔵野市民社会福祉協議会 会議室
（吉祥寺北町１－９－１）

＊両日同じ内容で行います。

〇内容：お仕事サロン活動紹介・体験
（手作り小物作りと切手整理）

〇対

象：子育てをしている方など
＊保育あり（未就学児のお子様対象）

〇参加費：無料
〇定

員：５名

〇持ち物：裁縫道具。保育希望の場合お子様のおやつ・飲み物
〇締

切：９月 13 日（金）

〇申・問：ＶＣＭ（１面右上参照）

市民社協・ボランティアセンター武蔵野のホームページや Facebook では、イベントや
講座の案内や現在募集しているボランティア情報などを掲載しています。
ぜひご覧ください！
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株式会社 トーシンパートナーズ
ボランティア活動担当

針生 夏希

トーシンパートナーズでは、豊かな社会づくりとその持続的な発展のために、様々な社会貢献活動
を行っております。活動のうちの１つに、高齢者福祉施設でのボランティア活動があります。月に３
回、弊社の社員が武蔵野市にある吉祥寺ホームを訪れ、活動を行っています。

吉祥寺ホームでは、主に高齢者の方が参加するレクリエーショ
ンのお手伝いをしています。レクリエーションの内容は、活動日
によって様々です。例えば、パーカッションを使用した「健康リ
ズム」への参加、華道や茶道などのお稽古の補助、お化粧体験な
どといったお楽しみ会の運営補助などをしております。

また、レクリエーション以外にも、参加者同士でコミュニケー
ションを取る時間もあり、様々な会話を楽しみます。参加した社

員からは、「これまで知らなかった話を聞くことが出来た」「為
になりました」などと言った声があがっています。

トーシンパートナーズは、これからも地域や社会に貢献できる
よう、積極的に活動に取り組んでまいります。

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！

№

5737 デイサービスでの

№ 5742 夏祭りの手伝い

お茶出しなど
[内

[内 容] 前日準備・設営、模擬店の手伝い

容] デイサービス内でのコップ洗いと

[活動日] ８月 29 日（木）13：00～16：00

昼食時のお茶出し

８月 30 日（金）10：00～16：00

[活動日] 平日 11：00～13：00 の間の

[募 集] ５名

空いている時間
[募

[場所＆依頼] 高齢者総合センター（緑町 2-4-1）

集] １～３名

[その他]・汚れてもよい動きやすい服装

[場所＆依頼] たんぽぽ リハビリ中町

（当日は依頼者が用意したＴシャツを着用）
[その他] ・学生可

・食事あり（30 日のみ）

・食事あり

・雨天時実施

（活動時間が２時間以上の方）
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ボランティア
活躍の場から
成蹊大学
ボランティア支援センター

今回は武蔵野の名門校成蹊大学のキャンパスの中にある『成蹊大学ボランティア
支援センター』の活動を取材いたしました。取材にあたり、センターでボランテ
ィア・コーディネーターをされている宮本さんと、学生のリーダーを務めておら
れる経済学部２年生の小松さん、同じく２年生で副リーダーの坂上さんにも同席
いただきました。
ボランティア支援センターは５年前に始まったとのこと。年に一度、成蹊大学
の学生と地域の方を対象とした『成蹊ボランティアまつり』を開催し、ボランテ
ィア活動をしている様々な団体を紹介しています。今年開催されたボランティア
まつりには、来年開かれるパラリンピック競技の一つである『ボッチャ』の体験
コーナーもあったとのことでした。
また実際にボランティア活動を始めたい、これまでとは違うボランティア活動
に参加したいといった学生さんを対象に実施している成蹊ボランティアプログラ
ムという取り組みも行っています。これは春、夏、秋、冬と季節毎の企画で『国
際ボランティア体験』『災害時のボランティア基礎知識』『スポーツボランティ
ア入門』などのテーマを基に、ガイダンスと実践でボランティア活動を学ぶもの
です。これらの事業には小松さんと坂上さんも参加しています。
以上お忙しい中、取材にご協力してくださった宮本さん、小松さん、坂上さん
ありがとうございました。若者よ、若さは力だ、頑張れ！！
内藤 久満

VCM 運営委員長 平槇 明人
３月 14 日に、運営委員研修で「ドナルド・マクドナルド・ハウスせたが
や」を訪問した。世田谷区大蔵にある「国立成育医療研究センター」の敷地
内に 2001 年に設置された宿泊施設である。
難病の子どもさんの治療が地元の病院では難しい場合、親御さんは自宅と
入院先との二重生活による経済的負担や、精神的苦痛に悩まされる。この
「ハウス」は一泊１千円で最長４週間の滞在が可能で、子どもに家族が付き
添う事で治癒力が高まる。利用者同士の会話で入院中の孤独感が軽減され前
向きな気持ちになれる。子どもの看護で疲れても「お帰りなさい」とのボラ
ンティアの声と優しさに触れ、元気になれるという。
「ハウス」は企業と個人からの金銭・物品寄付、常勤・パート職員各２名
そしてボランティア 200 名で維持・管理され、夜間はナイトボランティア
１名のみが宿泊して対応する。ボランティアが運営に大きく係る状況に深く
感動すると同時に、ボランティアのあるべき姿は画一では無いと学ぶ事が出
来た研修であった。
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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