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1月 15日（土）に災害ボランティアセンターの運営訓練「防災ボランティア訓練」を屋外で実施しました。この

訓練は 27年前に発生した阪神・淡路大震災がきっかけでつくられた『防災とボランティア週間』に合わせて毎年実

施しており、市民や関係機関・団体の皆様と一緒に実施しています。 

昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大により訓練が中止となり、今年度も年末からの感染者急増の中で実施でき

るかとても心配でしたが、例年行ってきた「ボランティア役」の一般公募を見送り、発災時に災害ボランティアセン

ター運営に関わる関係機関・団体のみの参加とすることや、感染防止対策を行うことで実施しました。 

○感染防止対策を実施しながらセンターを運営するシミュレーション 
  

今年度の訓練の大きなテーマとして、【コロナ禍での災害ボランティアセンターの運営についての検証】がありました。検温・消毒

の徹底や密を避けるためのレイアウトの変更、ボランティアの事前登録制など、これまで考えてきた運営マニュアルの内容と異なる

新しい「試み」を訓練の中で実施しましたが、実際にやってみたことでわかることがたくさんありました。 

 

①ボランティアの密を避けるため、待機場所をつくり、間隔を

あけて待機 

②活動に出発する前に行うオリエンテーションは、接触の時間

をできるだけ減らすために動画を上映 

③活動に必要な資材も使用後は消毒を実施 

④被災者からのボランティア依頼の受付 

⑤広報係は市内の被災状況や被災者の支援に関する情報、 

ボランティアや支援者向けの情報を整理して発信 

○さまざまな機関・団体の方と一緒に運営体制づくりを進めます 
 

当日は、市民社協の職員の他、ＶＣＭ運営委員会、武蔵野市国際交流協会、武蔵野青年会議所、被災地

支援ボランティア団体や成蹊大学・亜細亜大学のボランティアサークルにご参加いただきました。参加

された皆様も私たち職員と同じスタッフとして一緒に考え、様々な提案をしていただきました。今後も

発災時に向けた体制づくりを一緒に進めていきます。 

コロナ禍の災害発生でどう運営する？ 

報告 

○災害ボランティアセンター運営マニュアルを公開しています 
  

VCM 運営委員会を中心に関係機関・団体の皆様と「災害ボランティアセンター運営マニュアル」を 

検討・策定しました。本マニュアルは発災時に市民社協と一緒にセンター運営に関わっていただけ 

る方に共有いただくことで円滑にセンター運営を進められるよう作成・公開しています。 
  

災害ボランティアセンターに関するお問合せは… 武蔵野市民社会福祉協議会 電話 0422-23-0701 

○被災者支援のための大切な視点や取り組みを学びました 
  
運営訓練の終了後は、「市民協働 東京憲章」について学びました。この東京憲章は、発災後

の「いのち」と「くらし」を守る支援活動のために、平時から様々な団体が連携・協働した

取組みを実施できるよう昨年春に策定されたものです。東京ボランティア ・市民活動センター

の加納佑一さんと減災と男女共同参画研修推進センターの浅野幸子さんをゲストに迎え、“被

災者の多様性の尊重”と“平時からの取組みの大切さを”参加者全員で確認しました。 
 

市民協働 東京憲章についてはコチラ▶ 

コロナ感染防止をはかりながら、どのような形態で災害ボランティアセ

ンターの運営が想定されるのか、どのような課題があるのかについて考

える上でも、今年は寒い屋外での訓練でしたが、とても良い経験にな

りました。 

武蔵野市国際交流協会(MIA)コーディネーター 村田敦史 

東北大震災被災地支援の活動をミニマムチームで続けている私たち

に声をかけていただいて今年も参加しました。今回は屋外での実施、

寒気と風は覚悟して備えていたよりも穏やかで助かりました。感染症

への対応もしっかり意識した本部・各係の動きと連係の実働訓練で

したので、よりリアルな状況に近づけたと感じました。 

武蔵野平成まごころ組 市川ノゾム 

 

災害 VC 
マニュアル 

ボランティアが行われるまでには多くの人の力が必要であ

ると再認識することができました。実際に災害が起きて

しまった時、1 人でも多くのUni.のメンバーが協力できるよ

う今回学んだことを普及させていきたいです。 

成蹊大学学生ボランティア本部 Uni. 渡辺優斗 

 

① ② ③ 

④ ⑤ 

防災とボランティア特集 

２０１７年に災害時相互協力協定を結び、毎年この訓練にも参加

しておりましたが、弊団体に関連する催しと日程が重なっていたため、

少人数の出席となっておりました。今年は被ることがなく、１９名のメ

ンバーが経験できてとてもよかったと思っております。 

武蔵野青年会議所 ５０周年特別委員会 小美濃祐希 

コロナ禍で、しかも屋外での初めての防災訓練を経

験。マッチングを担当、学生ボランティアが多く参加して

くれました。ニーズの人数を揃えるのが一苦労でしたが、

何とか訓練を形なりにも進めることが出来ました。        

ＶＣＭ運営委員会  原田隆子 

初めての完全屋外での災害ボランティアセンターの訓練

に参加することができ、とてもいい経験になりました。市

内の大学の学生として災害時には地域の力になれるよ

う、今後も積極的に参加してきたいと思います。  

亜細亜大学一般奉仕会『細流』 鬼束悠人 

全体としてはスムーズに動けた反面、共通理解が足りないところも

あり、更に連携が必要だと思いました。貴重な経験ができ良かったと

思っています。 

亜細亜大学ボランティアセンター 吉川尚輝 





 

 

 
ボランティアセンター武蔵野（VCM） 

VCMの事業運営にご協力いただける運営委員を募集します。 

運営委員の方には VCM運営委員会への出席のほか、 

VCMのイベント・事業でのご協力をお願いしています。 

令和４年度 

現在ご加入の保険は３月 31日をもって補償 

期間が終了します。４月以降も継続をご希望 

の方、これから活動を希望される方は加入の 

手続きをお願いいたします。 

加入受付：３月１日（火）から 

 

掛  金： 350円（Aプラン）～ 

※保険書類のお渡しも受付日からになります。 

受付日より前にお渡しすることはできません 

ので、予めご了承ください。 

※個人活動会員の方のみ、お送りしています 

令和４年度の VCM 会員登録更新のご希望

をお伺いするため、更新確認ハガキをお届

けいたします。 

アンケート等必要事項をご記入の上 

５月 31 日（火）までに 

ご返送ください。 

※メール（Googleフォーム）でも 

ご回答いただけます。 

運営委員としてご協力いただく内容 

●運営委員会（月１回）への出席 

 センター事業や運営に関する意見交換・協議 

●小委員会（年間数回）への出席 

 テーマ別に５つの小委員会を設けています。 

●事業やイベント等の当日運営 

※各委員のご都合に合わせて可能な範囲で 

ご出席・ご参加いただいています！ 

運営委員会では 

事業についての意見交換や 

小委員会の報告をしているよ！ 

今はコロナ禍だから委員会は 

オンラインでやっているんだって！ 

運営委員会の様子 

※写真は過去のものを使用しています 

募集 若干名 

任期 ２年（４月１日～令和６年３月 31日） 

申込 ①②どちらかの方法でお申込みください。 

    ①応募フォームから入力 

    ②ホームページ掲載の申込み用紙に記入の上、 

VCM窓口に提出 

締切 ２月 22日（火）必着 

※選考は選考委員会を開催して決定します 

VCMホームページはこちら 

↓↓↓ 

よろしくお願いします！ 

改めてご確認ください！ 

一度に６名以上お申込みの場合、 

加入される方の①名前、②住所、③電話番号が 

記載されている名簿を３部お持ちください。 

よろしくお願いします！ 



＊テキスト代（実費）自己負担。令和４年度手話講習会は、火曜日の実施に変更となっています。 

申込方法 

①氏名（ふりがな）②年齢 ③住所 ④電話・FAX 番号 ⑤希望する講習会名（手話講習会は昼夜の別、最終修了クラス

名・年度、手話学習経験歴、手話サークル所属者はサークル名） 

⑥在勤・在学者は勤務先・学校名（所在地と電話番号）を明記のうえ、往復ハガキでお申し込みください。定員を超えた場

合は抽選、ただし手話講習会の中・上級は前年度初・中級修了者を優先といたします。 

申込締切 

3月 26日（土）必着。ただし、通訳養成クラスは２月 25日（金）まで 

※受講の可否は、講座開始 1週間前までに応募者に通知いたします。（通訳養成クラスは除く） 

申 ・ 問 

市民社協 ボランティアセンター武蔵野 講習会担当（〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1） 

TEL：0422-23-1170 / FAX：0422-23-1180 

◇新型コロナウイルス感染症の状況により、講習を延期または中止する場合があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講習会名 対 象 日 程 時 間・会 場 定 員 

手話講習会 

 

初級 初めて学ぶ方 

4/19～２/7 

火曜・全 28回 

〇昼クラス 

9：45～11：45 

〇夜クラス 

18：30～20：30 

会場：武蔵野スイングビル 

10階スカイルーム（境 2-14-1） 

14名 

中級 初級修了者または 

同程度の方 
16名 

上級 中級修了者または 

同程度の方で市手話通訳

者を目指す方 

16名 

通訳養成 

クラス 

上級修了者で市手話通訳

者を目指す試験合格者 

受講試験 

３月５日（土）14：00 

会  場 

市役所会議室 

4/19～2/7 

火曜・全 28回 

18：30～20：30 

場所：武蔵野プレイス 

スペース C（境南町 2-3-18） 

受講試験 

合格者 

点訳講習会 

入門/前期 

（日本語基礎編） 
市内在住・ 

在勤・在学の 

高校生以上 

5/13～7/22 

金曜（全 10回） 
10：00～12：00 

場所：武蔵野プレイス 

スペース E（境南町 2-3-18） 

７名 応用/後期 

（基礎英語、 

 日本語応用編） 

10/7～2/17 

金曜（全 10回） 

令和４年度 手話/点訳 講習会 受講生募集！ 

障害者支援活動事業 

   共同募金配分推せん委員会 

内  容 10月の赤い羽根募金と 12月の歳末たすけあい地域福祉活動募金で 

集められた募金の配分先（福祉施設やボランティア団体）の決定をする。 

任  期 ２年（令和４年４月～令和６年３月） 

 年３～４回程度（土、日、祝日の昼間を予定） 

対  象 市内在住・在勤・在学の 18歳以上の方、１名 

選  考 書類選考  報  酬 １回 1,500円 

問 合 せ 市民社協 TEL：0422-23-0701 

詳しくは、 

市民社協ホームページを 

ご覧ください↓↓↓ 

お申込みはこちら 

↓↓↓ 

令和３年度第一回目の委員会の様子 
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