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2010201020102010 年度年度年度年度    事業事業事業事業報告報告報告報告    

    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．事業総括事業総括事業総括事業総括    

   ２０１０年度は、２００８年３月に策定した「第三次中・長期計画報告書」の活動指針を踏まえ、

①ボランティアコーディネート事業の充実、②高次脳機能障害者への支援体制の充実、③「世田谷

災害ボランティアセンター」活動の推進～災害時に備えた平時からの防災・減災活動、④創立３０

周年への取り組みの４項目を重点課題に掲げて各事業に取り組んだ。引き続き、新たな課題に対応

するとともに、ボランティア・市民活動推進事業や福祉事業を通して、「ボランタリーコミュニテ

ィの創造」をめざしていく。 

 

１１１１．．．．    ボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネート事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

            ２０１０年度は、ボランティアセンターやビューローにおいて、ボランティアしたい「想い」やボ

ランティアを求めている「人」の気持ちに寄り添って“つながる”ことを大切にした相談活動や各種

事業を展開した。 

また、「すべての人がボランティアになる機会の創出」を目指し、相談案内やボランティア情報を

わかりやすく紹介・発信していくため、公式ホームページをリニューアルした。さらに、ボランティ

ア情報のマッチングを目的に、２０１１年度の本格実施に向け、「おたがいさまＢＡＮＫ」開設・運

用の準備作業に取り組んだ。 

 

２２２２．．．．高次脳機能障害者高次脳機能障害者高次脳機能障害者高次脳機能障害者へのへのへのへの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実    

２０１０年度における「高次脳機能障害者への支援体制の充実」の取り組みとして、あらためて高

次脳機能障害に関する共通の研修会をもち職員のスキルアップを図った。また、各事業間で共通な利

用者のケアについては、それぞれのセクションからの情報を共有しながら、支援方法についての検討

を行った。このような支援体制を背景に、高次脳機能障害支援促進事業における相談件数は 93 件と

なり、ケースワークも区内外関連施設、あるいは専門病院と連携しながら高次脳機能障害の多様なニ

ーズに応えるよう努力した。 

「ケアステーション連」においては、名古屋リハビリテーションセンターから高次脳機能障害に関

する研究委託事業を受託し、ヘルパーの支援方法についての研究と研鑽を重ねた。更に、ＮＨＫ厚生

文化事業団からの要請で福祉ビデオ「高次脳機能障害のリハビリテーション」制作に、「ケアセンタ

ーふらっと」、「ケアステーション連」が協力するなど、啓発活動にも力を入れた。引き続き、高まる

ニーズへの迅速な対応、専門スキルを持った支援体制の整備を進め、さらなる支援体制の充実に取組

んでいく。 

 

３３３３．「．「．「．「世田谷災害世田谷災害世田谷災害世田谷災害ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター」」」」活動活動活動活動のののの推進推進推進推進～～～～災害時災害時災害時災害時にににに備備備備えたえたえたえた平時平時平時平時からのからのからのからの防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災

活動活動活動活動    

２０１０年度は、災害時に備えた平時からの防災・減災活動の推進を目標に、「拠点運営部会」「セ

ミナー部会」「ネットワーク部会」「資材財務部会」の４つの部会に分かれて各部会活動に取り組んだ。

災害ボランティアリーダー養成講座の開催や静岡で開催された訓練への参加やネットワーク団体と
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の協働をはじめ、災害時運営マニュアルの検証、災害に必要となる資機材の点検・リストアップなど

の作業を行うとともに、これまでつながりのなかった町会の避難所運営訓練などにも参画することが

できた。 

加えて、災害ボランティアセンターを運営するために必要とされる資金確保のさまざまな手法につ

いて検討を開始した。また、世田谷区内のグループ・団体や高校・大学との連携についても、本年度

実施したアンケート情報をもとに、引き続き取り組んでいく。 

 

４４４４．．．．創立創立創立創立３０３０３０３０周年周年周年周年へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ 

    ２０１０年１０月に開催した第３回評議員会と第４回理事会において、ボランティア協会の創立 

３０周年記念事業の計画について協議を行うとともに、事務局においては各部が協力して準備作業を

進めている。主たる記念事業と式典は、２０１１年１１月６日（日）に北沢タウンホールにて行うこ

とを決定した。 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・市民活動推進事業市民活動推進事業市民活動推進事業市民活動推進事業    

ボランティアに関わる民間の活動推進機関として、ボランティアセンター、ボランティアビューロ

ーが各々の独自性を活かしながら、年度事業計画においてボランティア・市民活動推進事業における

重点目標に掲げた①ボランティアコーディネート事業の充実、②災害時に備えた平時からの防災・減

災活動の推進、③せたがやチャイルドライン事業の充実、④ボランティア・市民活動推進事業の再検

証、⑤福祉事業部門との協働の５つの柱を確認しながらさまざまなプログラムを実施した。    

 

１１１１．．．．ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター事業事業事業事業    

    

(1)(1)(1)(1)    ボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネート事業事業事業事業    

    

①①①①    ボランティアボランティアボランティアボランティア相談相談相談相談    

    

ボランティア活動の希望者とボランティアを求めている人や施設・団体、それぞれのニーズに対

応したボランティアコーディネートを行った。２０１０年度のボランティア相談については、２０

～３０代の働いている女性および５０代後半から６０代前半男性の活動希望者が増えている。また、

個別に話し相手を求める相談や障害のある子どもたちの通学・通級サポートの相談が増えている。 

新しく開設した公式ホームページでは、ボランティア相談の流れをわかりやすく紹介した。また、

相談を通した地域の課題や興味・関心を活動につなげる講座や学習会を各拠点で実施した。 

 

面談受付面談受付面談受付面談受付        ※Ｖはボランティアの略        

Ⅴ 求 む 以 外 の 相談 Ⅴしたい Ⅴ求む 

情報求む 物品提供 学習・協力 その他 

小 計 合 計 

１６５件 ７９件 １８件 １件 １２件 １０件 ４１件 ２８５件 

＊上記件数に震災関連は含まない 

    

②②②②    ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・アクションアクションアクションアクション    

    

ボランティア活動への関心はあっても、参加のきっかけや活動につながる手段が見つからない人

たちを対象に、毎月１回週末の入門講座としてボランティア活動への関わり方や車いす等の体験活

動、具体的な活動内容について紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

実施日 講座内容 参加数 

５月 ８日 

７月２４日 

８月２８日 

９月１８日 

１０月３０日 

１１月２７日 

１２月１１日 

１月２９日 

２月２６日 

・ボランティア協会の概要説明 

・知り合うためのワーク 

・コミュニケーションのワーク 

・体験活動（車いす／ブラインドウォーク／シニア体験等） 

・体験の共有・活動の案内  

＊７月は世田谷区就労障害者生活支援センター「クローバー

分室そしがや」、１２月は児童養護施設「東京育成園」の要

請で出前講座を実施 

＊３月は東日本大震災の街頭募金活動実施で中止 

延べ５５名 
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③③③③    おたがいさまおたがいさまおたがいさまおたがいさまＢＡＮＫＢＡＮＫＢＡＮＫＢＡＮＫ    

    

おたがいさまＢＡＮＫ企画書を作成し、第２回財務検討委員会で説明を行った。７月にはウェ

ブデザイン制作会社4社による企画案プロポーザルを実施して契約会社を選定し、デザインやホ

ームページの制作に入った。協会公式ホームページのデザイン概要が決まり、テキスト・画像の

集約を始め、２月に新しい公式ホームページを立ち上げた。引き続き、おたがいさまＢＡＮＫは

仮想サイト立ち上げのためエントリー項目の整理を行い、新年度からの運用をめざしている。 

    

(2)(2)(2)(2)    イブニングプログラムイブニングプログラムイブニングプログラムイブニングプログラム事業事業事業事業    

    

ボランティアセンターの夜間時間帯を有効に活用しながら、仕事・学校帰りに地域の人たちが

気軽に参加できるボランティア活動のきっかけとなる機会を提供した。 

曜日 回数 内    容 参加者数 

火 
２７回 

（５月開始） 

エコマルシェの商品管理と区内外の各団体から寄せられる

通信物、配布依頼資料等の整理 
― 

水 
４５回 

（４月開始） 

コミュニケーションをテーマに、緩やかに地域とのつなが

りをつくるプログラムとして、時事問題についての意見交

換をする「編み物カフェ」の開催 

延べ162名 

木 

 

４回 

 

せたがやリビングライブラリー「人の図書館」 

7月30日 「しゃべれないことは、話せないこと？」 

講師 実方祐二（生まれながらの車イスライダー） 

9月30日「歩んでみろよ！～壁は登ってみたら低いかも～」 

講師 矢野慎太郎（障害者プロレスドッグレックスヘビ

ー級障害王） 

10月28日「遊牧民になりたいけどなれない私」 

遊牧民２世 モンゴルからの留学生 ガンツェツェグさん 

11月25日「室田先生の“最初の授業”～「今」を大切に～」 

元 インターナショナルスクール（リヨン）社会科教師 

室田恵二さん（脊髄小脳変性症患者） 

 

 

延べ３９名 

 

 

金 
３３回 

（４月開始） 

サポーター研修会（定時制高校の現状と都立高校生の学校

生活について意見聴取、ナツボラ広報や教育実習生へのア

ドバイス活動、昨年度模擬面接を行った高校生を対象とし

て、学校生活の情報交換と学校説明会協力の呼びかけと模

擬面接） 

 

延べ７５名 

    

(3)(3)(3)(3)    ボランティアボランティアボランティアボランティア学習事業学習事業学習事業学習事業    

 

学校から寄せられる総合的な学習の時間への相談や、小・中・高校・大学生から社会人まで参

加できるプログラムを開発し提供した。 

    

①①①①    総合学習総合学習総合学習総合学習・・・・奉仕体験活動奉仕体験活動奉仕体験活動奉仕体験活動コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート    

    

アアアア．．．．区内小区内小区内小区内小・・・・中学校中学校中学校中学校へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

         

実施日 内    容 対象 

１１月２６日 「視覚障害者の生活と盲導犬について」 

講師：盲導犬ユーザー 

９４名 

赤堤小４年生 
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１月１２日 「バリアフリーについて」 

講師：車イスユーザー 

１月１３日 

２月 ４日 

車イス体験 

講師：ボランティア協会職員１名 

１６０名 

上祖師谷中１年生 

２月 ３日 「視覚障害者の生活と盲導犬について」 

講師：盲導犬ユーザー 

９７名 

中丸小４年生 

２月 ２日 アイマスク体験 

講師：ボランティア協会職員２名 

２月 ７日 「視覚障害者の生活と盲導犬について」 

講師：盲導犬ユーザー 

２月 ８日 

２月１０日 

点字学習 

講師：点訳グループより２名 

１３９名 

桜町小４年生 

２月１０日 「視覚障害者の生活と盲導犬について」 

講師：盲導犬ユーザー 

６８名 

玉堤小４年生 

２月１６日 車イス体験 

講師：ボランティア協会職員１名 

２月１９日 「バリアフリーについて」 

講師：車イスユーザー 

１１８名 

弦巻小４年生 

２月１８日 アイマスク体験 

講師：ボランティア協会職員２名 

２月２１日 「視覚障害者の生活と盲導犬について」 

講師：盲導犬ユーザー 

１５６名 

砧南小４年生 

２月２１日 「聴覚障害と手話について」 

講師：聴覚障害者、手話通訳者 

２月２３日 「視覚障害者の生活と盲導犬について」 

講師：盲導犬ユーザー 

４６名 

中町小４年生 

 

イイイイ．．．．世田谷学園中学校世田谷学園中学校世田谷学園中学校世田谷学園中学校へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

２年生２１２名を対象に「ボランティア体験授業」の企画運営ならびに事前学習のコーデ

ィネートを行った。 

 

実施日 内    容 

５月２４日 「ボランティア体験授業のながれ」についての説明 

ボランティア協会職員 １名 

６月１１日 

６月３０日 

体験プログラム （ ）内は実施団体 

①聞こえ・手話の体験（世田谷区聴覚障害者協会） 

②高齢者疑似体験（ボランティア協会職員） 

③車いす体験（ボランティア協会、世田谷福祉専門学校、HANDS世田谷） 

④講話：金重泰行（Live One’s Own Life Piece）、大谷美保（プラン・ジャ

パン）、鹿住貴之（JUON NETWORK） 

６月２１日 「夏のボランティア体験プログラム」についての説明 

プログラムの流れ、居住地域のボランティアセンターの案内ほか 

７月１６日 マナートレーニング 
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活動分野別のオリエンテーション 

①高齢者分野：閏間ソノ（デイホーム深沢） 

②障害者分野：市村昭子（すまいる梅丘）、利用者１名 

③児童分野：星野尚子（鳩ぽっぽ保育園） 

    

ウウウウ．．．．二階堂高等学校二階堂高等学校二階堂高等学校二階堂高等学校へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

保健福祉コース（福祉・看護・保育）の新１年生４６名を対象に、ボランティアについて

学ぶ「ボランティア入門講座」の企画・運営を行った。 

実施日 内    容 

４月１３日 

 

講義：視覚障害のある生活について 

長島千鶴子（世田谷区視力障害者福祉協会） 

体験活動：ブラインドウォーク、体験の感想等を出しての話し合い。活動

情報提供と質疑応答。視覚教材を用いた活動例の紹介、ボランティア活動

の意義。活動情報提供と質疑応答。ボランティア協会職員 ２名 

    

エエエエ．．．．都立松原高校都立松原高校都立松原高校都立松原高校（（（（全日制全日制全日制全日制））））へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

地元商店街やボランティアグループ、児童館等で構成される「松原高校ボランティア活動

支援地域連絡会」の構成団体として委員会に出席した。（４月２８日） 

授業では、夏のボランティア体験についての講話を行った。 

実施日 内    容 対象 

７月７日 

 

講話：「夏のボランティア体験（ナツボラ）について」 

ボランティア協会職員 １名 
４０名 

    

オオオオ．．．．都立松原高校都立松原高校都立松原高校都立松原高校（（（（定時制定時制定時制定時制））））へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

 「人権講話」の授業の企画、実施のコーディネートを行った。 

実施日 内    容 対象 

６月１８日 

 

高齢者介護についての講演（３０分×２回） 

介護体験（車いす体験、衣服の着脱介護の体験） 

世田谷福祉専門学校 ３名 

ケアセンターふらっと ２名 

 

１２０名 

 

    

カカカカ．．．．都立総合工科高校都立総合工科高校都立総合工科高校都立総合工科高校（（（（定時制定時制定時制定時制））））へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

 地域で行うボランティア活動等を知ってもらうことを目標に、授業の企画・実施のコーデ

ィネートを行った。 

実施日 内    容 対象 

７月１６日 

 

「地域の活動者から学ぶ」 

講師：鮎川葉子（エイズを伝えるネットワークTENCAI）、 

市川行康（ＳＳＣドロップインセンター）、 

鈴木幸生（船橋便利堂） 

１・２年生

８０名 
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キキキキ．．．．都立芦花高校都立芦花高校都立芦花高校都立芦花高校へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

 １年生を対象に、「奉仕」の授業企画の助言、実施、体験活動先のコーディネートを行っ

た。 

実施日 内    容 対象 

１０月１５日 「高校生の奉仕体験活動について」 

講師：大河内保雪（元都立高校副校長） 

２４０名 

２月 ４日 「せたがやチャイルドラインについて」 

講師：市川行康（せたがやチャイルドライン） 

２月 ４日 

２月２５日 

せたがやチャイルドラインの広報ポスター制作 
１００名 

    

クククク．．．．科学技術学園高校科学技術学園高校科学技術学園高校科学技術学園高校へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

通信制通学コース１年生の生徒を対象に、国際理解とボランティア活動をテーマに行った。 

実施日 内    容 対象 

１１月 ４日 JICA地球ひろばの協力により、帰国隊員の講演 

 

２１名 

    

ケケケケ．．．．田園調布雙葉中学田園調布雙葉中学田園調布雙葉中学田園調布雙葉中学・・・・高校高校高校高校へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

    

 中学・高校で一斉に取り組む「ものづくりによる社会貢献活動」について、相談、助言、

受け入れ団体とのコーディネートを行った。 

実施日 内    容 対象 

２月 ９日 ①高齢者施設に贈る誕生日カードづくり 

②保育園に贈るタオルエプロン縫い 

③高齢者施設に贈るさらしふきん縫い 

600名 

    

    ココココ....    普連土学園普連土学園普連土学園普連土学園へのへのへのへの授業協力授業協力授業協力授業協力    

        

            ３年生を対象に、福祉施設でボランティア体験を行う際の心構えや注意事項、コミュニケ

ーションについて事前学習を実施した。    

実施日 内    容 対象 

１月２０日 「ボランティア体験事前学習」 

講師：ボランティア協会職員1名 

１３０名 

    

②②②②    「「「「夏夏夏夏ののののボランティアボランティアボランティアボランティア学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム」（」（」（」（ナツボラナツボラナツボラナツボラ 2010201020102010））））    

    

区内に在学在住の中学生から大学生・３０歳までの青少年を対象に、ボランティア体験プ

ログラムを実施した。 

実施日 内   容 

６月２５日 受入団体説明会：１０団体 １０名 

世田谷学園中学より担当教諭２名 

昨年度の報告、今年度の変更点・留意点の説明、質疑応答 

会場：ボランティアセンター 
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７月１１日 

７月１８日 

参加受付＆オリエンテーション 

参加者：２３１名、参加延べ件数：２５１件 

＊追加申込：７/２０、２８、８/４、１１、１８ 

会場：ボランティアセンター 

７月２６日 

～８月３１日 

活動先：６９か所 

高齢者関係１０か所、障害児者関係３２か所、児童関係１９か所、 

その他（国際交流、環境、災害）９か所 

８月２７日 活動報告会：参加者２５名 

会場：ボランティアセンター 

９月 情報提供希望者（８０名）への秋の活動紹介通知 

    

③③③③    せたがやせたがやせたがやせたがやキャンパスキャンパスキャンパスキャンパス・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

    

昭和女子大学コミュニティサービスラーニングセンターが５月１５日に実施した「学生ボ

ランティアコーディネーター研修」に講師として協力した。（参加者 ３４名） 

 

(4)(4)(4)(4)    せたがやせたがやせたがやせたがや災害災害災害災害ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター事業事業事業事業    

    

せたがや災害ボランティアセンターの平時、発災時の活動の充実を図るため、２０１０年度よ

り運営委員会のもとに拠点運営部会、セミナー部会、ネットワーク部会、資材財務部会の４つの

部会を組織し、活動を行った。 

 

①①①①    運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会のののの開催開催開催開催    

    

せたがや災害ボランティアセンターの運営に関して、運営委員会を開催して審議を行った。 

実施日 内  容 

４月１９日 ２０１０年度 部会、部会員の承認 

１０月１７日 活動資金や活動上の課題について 

１月２４日 新部会の設置、活動費用の確保や世田谷区との連携について 

３月 ３日 次年度の活動方針について 

せたがやせたがやせたがやせたがや災害災害災害災害ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター運営委員運営委員運営委員運営委員：横山康博（運営委員長）、荻野陽一、 

中澤幸雄、原昭夫、興梠寛 

    

②②②②    部会部会部会部会のののの開催開催開催開催    

    

地域活動家、町会・地域団体関係者、運営委員等で構成する４つの部会を設置し、各部会の

目標にそって活動を行った。 

 

アアアア．．．．拠点運営部会拠点運営部会拠点運営部会拠点運営部会    

    

部会メンバー 部会の活動目的 部会開催日 

澤畑 勉 

（部会長） 

植田祐二 

・発災時のボランティアコーディネーションを

中心に拠点活動がスムーズに運ぶような体

制、仕組みの実現 

５月２５日、６月３０

日、７月２２日、９月１

日、１０月５日、１１月
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高田昭彦 

村瀬精二 

室本修司 

２日、１１月１２日、１

２月７日、１月１８日、

２月１６日、３月１７日 

      「せたがや災害ボランティアセンター」災害時のボランティア活動マニュアルの検証を行

い、発災時を想定した立ち上げ訓練を実施した。引き続き、地域やボランティアとも連携し

た訓練の実施をめざす。 

 

イイイイ．．．．セミナーセミナーセミナーセミナー部会部会部会部会    

    

部会メンバー 部会の活動目的 部会開催日 

荻野陽一 

（部会長） 

上田幹郎 

清水 裕 

宮崎 猛 

・災害とその予防についての認識を高めること 

・災害時の共助の必要性について、社会の意識

を高めること 

・災害ボランティアとしての関わり方について

意識を高めること 

・災害ボランティアとしてのスキルを広め、高

めること 

５月１９日、６月１６

日、８月４日、８月２４

日、９月７日、１０月６

日、１１月１９日、２月

２４日 

  ナツボラ（夏のボランティア体験）で中・高・大学生向けのプログラムを企画・実施した。 

 １１月には「災害ボランティアリーダー養成講座」を実施、町会の避難所運営訓練にも講師

を派遣するなど、地域とのつながりを大切にするプログラムを提供した。引き続き、「出前

講座」を広めていく。 

 

ウウウウ．．．．ネットワークネットワークネットワークネットワーク部会部会部会部会    

    

部会メンバー 部会の活動目的 部会開催日 

原 昭夫 

（部会長） 

大河内保雪 

染野和夫 

星野弥生 

村上ノブ子 

・災害関連のあらゆる情報の集積、発信 

（地域）（業種）（関連団体）（学校・個人） 

・相互研鑽と協力関係をめざした連携の構築、

維持 

６月２日、７月１日、７

月２１日、９月１７日、

１０月１５日、１２月２

日、１月２０日、２月２

５日 

  世田谷区内外の災害に関する情報収集を行い、高校・大学に災害時についてのアンケート

調査を実施し、区内の高校・大学と今後連携を取っていくためのきっかけづくりとした。こ

の調査によって、現状ではまだまだ地元との連携が取れていないことがわかった。 

        

エエエエ．．．．資材財務部会資材財務部会資材財務部会資材財務部会    

    

部会メンバー 部会の活動目的 部会開催日 

中澤幸雄 

（部会長） 

赤井充也 

阿部紀夫 

市川行康 

菊池顕太郎 

・発災時のボランティア活動に必要な資材 

・発災時の拠点に必要な資材 

・災害ボランティアセンターの活動全般にわた

って必要な資金の調達と管理 

５月２０日、６月２４

日、７月３０日、９月１

０日、１０月７日、１１

月３０日、１月１４日、

２月１５日、３月１５日 
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  発災時に災害ボランティアセンターで必要となる資機材の種類や数、どれくらいの資金が

必要になるのかを検討した。そのための資金を具体的にどのように獲得していくのかが課題

となっている。 

 

オオオオ．．．．合同部会合同部会合同部会合同部会のののの開催開催開催開催    

    

各部会ごとの活動を相互に紹介して意見交換を図るとともに、必要に応じて活動の連携につ

いても協議するために、３ヶ月に１回程度合同部会（全部会の合同会議）を開催した。 

（４月１９日、７月１４日、１０月２０日、１月２６日、３月１７日、３月２９日） 

 

③③③③東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災へのへのへのへの専門専門専門専門ボランティアボランティアボランティアボランティア派遣活動派遣活動派遣活動派遣活動    

    

３月１１日に発生した「東日本大震災」で、避難生活を余儀なくされた人たちへ専門ボラ

ンティアを派遣する活動を実施した。専門ボランティアの登録や派遣のためのボランティア

応援募金活動を行い、世田谷区民を始め幅広いボランティアの協力を得て支援活動を行った。 

     

 

 

 

 

 

      

３月中の専門ボランティア登録者は６５２名。３月末までに福島第一原発の周辺に住んでい

る人たちの避難所となった国立那須甲子青少年自然の家へ看護師を中心としたチームを４回

派遣した。また、福島県会津美里町や宮城県仙台市、石巻市、女川町などに先遣隊を派遣して

状況調査を行った。（各地への派遣活動継続中） 

派遣活動の資金を得るため「ボランティア応援募金活動」を実施した。千歳烏山、下北沢、

成城学園前、二子玉川、三軒茶屋などの区内の主な駅周辺でボランティアの協力を得て計７回

街頭募金活動を実施した。街頭募金とその他の募金をあわせて３月末日までに2,650,959円が

集まった。（２０１１年３月３１日現在） 

    

(5)(5)(5)(5)    ボランティアボランティアボランティアボランティア情報情報情報情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク事業事業事業事業    

 

ボランティアに関する区内の情報センターとして、活動に必要な知識、団体の活動情報等を収

集し提供した。 

 

①①①①    ボランティアボランティアボランティアボランティア情報誌情報誌情報誌情報誌「「「「セタガヤセタガヤセタガヤセタガヤ・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク＝＝＝＝セボネセボネセボネセボネ」」」」のののの発行発行発行発行    

    

「人が変わる社会が変わる」をコンセプトに、生活のあらゆる場面からボランティアを身

近に感じてもらうための情報誌「セボネ」を毎月約６千部発行した。特集記事や団体紹介等

の掲載内容の検討にあたっては、ボランティアの編集委員による編集会議を毎月開催し誌面

の充実を図った。（編集会議開催日：4 月28日、5月 27日、6月 29 日、7月 27 日、8月 25日、

9月21日、10月 26日、11月 24日、12月 22日、2月4日、3月1日 延べ52名） 

 

 

派遣実施日 派遣場所 派遣人数 

３月１９日 国立那須甲子青少年自然の家 ５名（看護師３／介護福祉士１／ヘルパー１） 

３月２２日      〃 ６名（看護師４／介護福祉士１／ヘルパー１） 

３月２５日      〃 ４名（看護師４） 

３月２９日      〃 ４名（看護師４） 
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発行月 誌  面  内  容 

４月号 

イラスト 

平松 昭子 

特集１＝美味しいもので社会貢献に参加する新しい方法 

～美味しい社会貢献プロジェクトの発信～ 

特集２＝風のかたち  ～小児がんと仲間たちの10年～ 

せたがやキラリ人＝雨谷麻世 

市民力＝ＫＯＰＡ（冒険遊び場と子育て支援） 

５月号 

イラスト 

まゆみん 

特集１＝子どもと文化と地域がつながる 

 ～子どもたちとかかわる、合い言葉は「本気」～ 

特集２＝これから重要になる「在宅医療」とは？ 

～今、もっとも重要視される医療形態の現場から～ 

せたがやキラリ人＝堀内正弘 市民力＝上北沢桜並木会議 

 ６月号 

イラスト 

後藤愛子 

特集１＝あったらいいな、こんな学校 

～保護者と学校、地域住民がつくる地元の学校～ 

特集２＝夏休みの感動体験 ～この夏こそボランティア体験！～ 

せたがやキラリ人＝和気 優 

市民力＝なんじゃもんじゃの会 

 ７月号 

イラスト 

ｃｈｉｙｏ 

特集１＝豊かな森をフィールドとして 

～自然とのつながりを大切に、遊んで学ぶ～ 

特集２＝出雲ひとり旅行記 ～神話の国、出雲で出会った人たち～ 

せたがやキラリ人＝マツヤマ・アキオ 

市民力＝特定非営利活動法人ＪＯＹ 

 ８月号 

イラスト 

Aco☆ 

aco shibata 

特集１＝森と人の暮らしをつなぐＮＰＯ 

～森の聞き書き甲子園から生まれた共存の森ネットワーク～ 

特集２＝小さなちからを未来につなぐ～ハイチの子どもたちへの復興支援活動～ 

せたがやキラリ人＝太田雅子 

市民力＝日本シーバルク協会 

 ９月号 

イラスト 

シギハラ 

・サトシ 

特集１＝学生たちの熱意は人と社会を動かす 

～被災した人、仲間たちとともに復興をめざす活動～ 

特集２＝黒田福美さんの「介護」への挑戦 

～やさしさのスイッチが入る介護の世界～ 

せたがやキラリ人＝金子 浩 

市民力＝世田谷区肢体不自由児者父母の会 

１０月号 

イラスト 

河合美波 

特集１＝ドキュメンタリー「いのちの林檎」 

～化学物質の危険性を察知したカナリア～ 

特集２＝小学生が地域と出会うきっかけに 

 ～きっかけづくりをするナツボラ・ジュニア～ 

せたがやキラリ人＝市川 徹 

市民力＝世田谷区視力障害者福祉協会 

１１月号 

イラスト 

浅見ハナ 

特集１＝第5回生涯学習フェア（11/7）参加のすすめ 

～地域活動の第一歩は仲間づくりから～ 

特集２＝自由な人びとが地域でいきいきと暮らすために 

～東京都自閉症協会世田谷地区会の新しい取組み～ 

せたがやキラリ人＝斉藤有司 

市民力＝NPO法人グリーン・ピープル・スポット 

１２月号 

イラスト 

コヅカヒロミ 

特集１＝水曜日は「放課後の日」 

～“市民先生”が子どもたちの放課後を豊かに～ 

特集２＝小さないのちに温かい家庭を 

～捨てられた犬・猫たちの幸せ探し～ 

せたがやキラリ人＝吉田万季 

市民力＝放課後あそび舎 
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１月号 

イラスト 

平澤一平 

特集１＝50歳からの花と緑の学校 

～リタイア後の仲間づくりと土にふれる生活～ 

特集２＝神戸からのメッセージ、再び 

～人と人のつながりで復興するまち～ 

せたがやキラリ人＝鈴木絢子 

市民力＝千歳烏山のレストラン「らくだ」 

２月号 

イラスト 

コヅカヒロミ 

特集１＝テットーひろばで遊ぼう 

～人のつながりが子どもの遊べる環境をつくる～ 

特集２＝失われつつある「近代住宅」とその暮らし 

～住まい方と生活スタイルの支援～ 

せたがやキラリ人＝牛島貞満 

市民力＝たまでんカフェ山下 

３月号 

イラスト 

コヅカヒロミ 

特集１＝貧困と孤立への取組み 

～「食」を通じて、ささえあいのネットワークを築く～ 

特集２＝災害時高齢者助け合いネットワーク 

～地域の人間関係とネットワークを活かして～ 

せたがやキラリ人＝小林正紀 

市民力＝NPO法人世田谷アジアプロジェクト（SAP） 

＊＊＊＊２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度セボネセボネセボネセボネ編編編編集委員集委員集委員集委員：星野弥生（翻訳業）、佐藤研資（公務員）、 

市川徹（まちづくりコーディネーター）、渡辺仁（公務員）、鈴木朋子（会社員） 

家井雪子（会社員）、鈴木美保子（会社員）、安達隆行（会社員）、中谷悠平（会社員） 

 

②②②②    ホームページホームページホームページホームページ企画企画企画企画・・・・運用運用運用運用    

    

ホームページ「おたがいさまＷＥＢ」を開設し、協会が実施する事業や区内外のボランテ

ィア情報を早く広く提供するとともに、双方向の開かれた媒体として、区民および活動団体

からの情報の投稿も随時受け付けた。ホームページからの情報投稿は２００９年度より１０

０件増え、メールでの問合せは倍増している。また２０１０年６月から世田谷ボランティア

センター、梅丘・代田・玉川ボランティアビューローのブログを、２０１１年２月に公式ホ

ームページを新しく立ち上げた。 

ホームページからの投稿 ２８２件 

メールでの問合せ     １３３件 

 

③③③③    ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・市民活動情報市民活動情報市民活動情報市民活動情報のののの収集収集収集収集とととと情報情報情報情報ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリーのののの設置運営設置運営設置運営設置運営    

    

区内外の市民団体や関係機関の資料を収集し、広く活用を促すとともに、書籍等の出版物の

展示・販売を行った。また、掲示・展示コーナーを設けて、協会に寄せられる市民団体や地域

活動情報を提供した。 

 

(6)(6)(6)(6)    地域地域地域地域連携促進事業連携促進事業連携促進事業連携促進事業      

 

①①①①    自主活動自主活動自主活動自主活動へのへのへのへの支援支援支援支援    

    

区民・団体の自主活動を支援するため、会議室や機材の提供等を行った。 

    

アアアア．．．．場場場場のののの提供提供提供提供    

    

 開所日数        ２９７日 月平均 ２４.７日 
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 利用人数   延べ ２１，８５０名 月平均 １，８２０名 

 利用団体   延べ １,５６７団体 月平均 １３０団体 

    

イイイイ．．．．機材機材機材機材のののの提供提供提供提供    

    

器 材 名 件 数 器 材 名 件 数 

印刷機 ３８９件 プロジェクター ４０件 

車いす    １５件 ワイヤレスマイク ５件 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ  １７件 スクリーン    ４１件 

厨房    ３２件 テント     ４件 

ＣＤコンポ    ６１件 ビデオ  １３件 

 合計 ６１７件 

    

②②②②    「「「「せたがやふるさとせたがやふるさとせたがやふるさとせたがやふるさと区民区民区民区民まつりまつりまつりまつり２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」へのへのへのへの参加参加参加参加    

 

７月３１日、８月１日に馬事公苑で行われた「せたがやふるさと区民まつり２０１０」に参加

した。ボランティアグループ「ずぼら」による福祉作業所自主生産品の販売、リサイクル子ども

服の販売、ナツボラ参加者による輪投げコーナー、せたがやチャイルドライン関係者による衣

類・雑貨の販売、缶バッチづくり、看板パネル作りを行った。 

    

③③③③    「「「「エエエエ・・・・テテテテ・・・・マルシマルシマルシマルシェェェェ」」」」へのへのへのへの参加参加参加参加    

 

８月２８日にパーム下馬で行われたコージーズ主催の夏祭り「エ・テ・マルシェ」に、ナツボ

ラに参加した学生による自主的なボランティア活動として、スーパーボールすくいの出店やだだ

ちゃ豆販売を行い、地域住民やふらっと利用者との交流を図った。 

    

④④④④    「「「「第第第第３５３５３５３５回雑居回雑居回雑居回雑居まつりまつりまつりまつり」」」」へのへのへのへの参加参加参加参加    

    

                    １０月１１日に羽根木公園で行われた「第３５回雑居まつり」で、大学生や社会人のボラン

ティアと共に子ども服バザーを行った。また、高校生ボランティアがステージや車イス体験ブ

ースのサポートに入り、祭りを盛り上げた。 

    事前準備の雑居まつり実行委員会と反省会に出席した。（６月２６日、７月２４日、９月４日、

９月２５日、１０月２日、１０月３０日） 

    

⑤⑤⑤⑤    「「「「おたがいさまおたがいさまおたがいさまおたがいさまフェスタフェスタフェスタフェスタ２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」のののの開催開催開催開催    

    

                    ３月６日に、『パーム下馬』において「下馬福祉工房」「ケアセンターふらっと」「世田谷ボ

ランティアセンター」や地域のボランティアグループ・団体・ＮＰＯと地域のみなさんととも

に、「おたがいさまフェスタ２０１０」を開催した。    

    

(7)(7)(7)(7)    パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ事業事業事業事業    

    

①①①①    世田谷市民活動支援会議世田谷市民活動支援会議世田谷市民活動支援会議世田谷市民活動支援会議へのへのへのへの参加参加参加参加    

    

世田谷区内の中間支援機関と行政が集まり、情報交換と活動内容を話し合う会議を毎月１
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回開催した。７月２３日には、ネットワーク学習会、１１月２３日に三茶しゃれなあどオリ

オンで「せたがや市民活動交流会」を開催した。 
＊参加団体・組織：世田谷区社会福祉協議会、世田谷文化生活情報センター・生活工房、 

世田谷ＮＰＯ法人協議会（事務局）、世田谷トラストまちづくり、国際ボランティア学生協会、 

市民活動推進課、生涯現役推進課 

    

②②②②    ボランティアボランティアボランティアボランティア体験研修体験研修体験研修体験研修へのへのへのへの協力協力協力協力    

    

東京ボランティア・市民活動センターが三菱東京ＵＦＪ銀行の委託を受け実施する、新任

行員ボランティア体験研修へ協力し、参加した４０名の行員に対し地域の福祉施設・ＮＰＯ

の体験受け入れ先開拓の紹介と体験総括の振り返り研修を行った。 

 

実施日 体験活動先 参加者数 

５月１０日 

５月１２日 

＊２日間 

きたざわ苑／ケアセンターwith／すまいる梅丘／ケアセンターふ

らっと／下馬福祉工房／烏山福祉園／ウッドペッカーの森／藍工

房／パイ焼き窯    計９施設で受入れ 

５月１３日 振り返り研修(体験総括)体験先の活動内容と気づきのまとめ発表 

 

４０名 

 

 

③③③③    世田谷区教育委員会学校支援員研修世田谷区教育委員会学校支援員研修世田谷区教育委員会学校支援員研修世田谷区教育委員会学校支援員研修へのへのへのへの協力協力協力協力    

 

世田谷ボランティアセンターを会場に、学校支援員２６名への車いす研修を実施した。 

（４月２２日） 
 

④④④④    第第第第 2222８８８８回全国民間回全国民間回全国民間回全国民間ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・市民活動推進者企画戦略会議市民活動推進者企画戦略会議市民活動推進者企画戦略会議市民活動推進者企画戦略会議へのへのへのへの参画参画参画参画    

    

６月５日～６日に静岡県総合社会福祉会館で「関わろうとする力」をテーマに開催された会

議において、全体運営の内容や構成を協議する実行委員会参加団体として参画し、「持続的活

動への道～支援者・会員拡大のその先にあるもの～」と題して組織のファンドレイズについて

の分科会を担当した。参加者総数：８２名 

 

⑤⑤⑤⑤    世田谷区新任職員研修世田谷区新任職員研修世田谷区新任職員研修世田谷区新任職員研修    

 

１０月２８日に区役所第３庁舎３階ブライトホールにおいて「世田谷区職員採用１年目研修

“福祉体験”プログラム」を実施した。今年度は、「聞こえない体験」を新たに取り入れ、聴覚障

害の講師もあらたに依頼しておこなった。研修生１６９名、当事者講師２４名、サポートスタッフ

５名 

 

⑥⑥⑥⑥    ボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループ・・・・団体等団体等団体等団体等へのへのへのへの後援後援後援後援・・・・共催共催共催共催    

    

        事 業 名 実施日 主   催 

赤堤リサイクルフリーマーケット ４月～３月 人の泉・オープンスペース“Be” 

学生制作映画「９１１の子どもたち

へ」上映会 

４月 ３日 こどもいのちネットワーク 

「私の明日」公開前夜祭、フラメン

コライブ＆ドキュメンタリー 

上映会 

４月２３日 優れたドキュメンタリー映画を観る会 

こども劇場わくわくシアター 

２０１０ 

４月２５日 こども劇場せたがや 

再検証「玉音放送までの舞台裏」 ５月 ９日 女は戦争への道を許さない世田谷集会 

講演会「ありがとうの一言が家庭を

かえる」 

５月２３日 (社)倫理研究所家庭倫理の会 
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ファミリー手話ミュージカル「幸せ

の魔法」 

８月２９日 手話パフォーマンスきいろぐみ 

夏休み自然体験ツアー ７月 ７日 特定非営利活動法人チキンファクトリー 

第３２回がやがやなつまつり ７月２４日 第３２回がやがやなつまつり実行委員会 

第１２回玉川福祉フェスティバル ９月 ４日 玉川福祉フェスティバル実行委員会 

第８回 パイ焼きまつり １０月２日 社会福祉法人 はる 

第３５回 雑居まつり １０月１０日 第３５回 雑居まつり実行委員会 

わんぱく秋まつり １１月２８日 わんぱくクラブ育成会 

災害ボランティア訓練 １２月１８日 復興ボランティアタスクフォース 

2010年冬の手話ライブ『あ、やると

きゃ やらなきゃ ダメなのよ』 
１２月２２日 

・２３日 

手話パフォーマンス きいろぐみ 

神戸を忘れない １月２２日 神戸を忘れない 世田谷 

つながる人々 公開前夜祭 ４月２２日 優れたドキュメンタリー映画を観る会 

    

⑦⑦⑦⑦    施設施設施設施設、、、、団体団体団体団体、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、機関等機関等機関等機関等へのへのへのへの職員派遣協力職員派遣協力職員派遣協力職員派遣協力    

    

派 遣 先    内      容    人数    回数    

世田谷区教育委員会学校支援員の研修 車イス操作等講師 １名 １回 

世田谷区社会福祉協議会 
地域のささえあい活動助

成事業審査会・報告会 
１名 ２回 

梅丘あんしんすこやかセンター 「いきいき講座」講師 ２名 １回 

都立光明特別支援学校学校運営連絡協議会 協議委員 １名 １回 

昭和女子大学コミュニティ・サービス 

ラーニング・センター 

学生ボランティアコーデ

ィネーター研修講師 
１名 １回 

世田谷市民活動支援会議 参加団体 ３名 12回 

せたがや市民活動交流会 参加団体 ２名 １回 

せたがやふるさと区民まつり福祉部会 参加団体 １名 １回 

松原高校ボランティア活動支援地域連絡会 支援団体 １名 ２回 

政策研究大学院大学地域ｺﾐｭﾆﾃｨの創造と教育 講師 １名 １回 

社会福祉法人櫂評議員会 評議員 １名 ４回 

雑居まつり実行委員会 参加団体 ２名 ６回 

亜細亜大学現代教養特講NPO・市民活動と市民活

動拠点のあり方 
講師 １名 １回 

    

⑧⑧⑧⑧    研修研修研修研修へのへのへのへの参加参加参加参加    

    

    研修名 実施日 人 数 

ビューロー、センター職員研修「広報について」 ６月１３日 １７名 

    

⑨⑨⑨⑨    視察視察視察視察・・・・見学見学見学見学のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ    

    

    名  称 実施日 人 数 

昭和女子大学 「福祉社会とボランティア論」 受講生 ４月２６日 １１０名 

昭和女子大学「ボランティア論」受講生 ５月 ６日 ５４名 

世田谷ウォーキングフォーラム 参加者 １１月１１日 ３８名 

出雲市ボランティアセンター  １月２８日 ３名 
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(8)(8)(8)(8)    コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス事業事業事業事業    

    

①①①①    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル市市市市のののの開催開催開催開催    

    

リユース活動の推進と誰でもできるボランティア活動の機会の提供を目的に、バザーグルー

プ「てんとう虫」の協力を得て、ボランティアセンターにてリサイクル市を開催した。 

 

実施日 来場者 売り上げ 

５月２７日 約１８０名 ３４０，１４８円 

９月３０日 約１５０名 ３１６，１１０円 

１１月２５日 約１８０名 ３４６，６５０円 

 ２月２４日 約２３０名 ４０６，４４５円 

 

②②②②    烏山烏山烏山烏山もったいないもったいないもったいないもったいないバザールバザールバザールバザールのののの開催開催開催開催    

    

「『社会福祉法人世田谷ボランティア協会』をささえる会」との共催で、地域の福祉団体・

施設の参加を募り、「もったいない」をテーマにバザーを実施し、地域住民やボランティア団

体、ＮＰＯ、福祉施設等との連携と交流を深めた。 

 

 実施日 内      容 団体数 

（参加者数） 

春の烏山もった

いないバザール 

５月１６日 リユース・自主生産品のバザー、模擬店、ステ

ージ、毛布の回収、書籍・ソフトの回収等 

２１団体 

説明会 ４月２８日 バザー打合せ会：スケジュール確認、出店配置等 

反省会 ５月２７日 バザー報告会：準備や当日運営について意見交換 

＊＊＊＊    参加団体：模擬店：コージーズ、ちぐさ企画、かけだしの会、ウッドペッカーの森 

バザー等：パパラギ、ちぐさ企画、コージーズ、東京ガス首都圏西安全衛生協会、 

せたがやチャイルドライン、千草工芸、アースノイドの会、東北沢つどい

の家、年金組合世田谷支部烏山分室、日本シーバルク協会、岡本福祉作業

ホーム、世田谷区肢体不自由児（者）父母の会、にじのこ、コミュニティ・

ネットワーク・ウェーブ、在宅福祉を支援する会、代田おもちゃライブラ

リー、アフリカに毛布を送る会 

ステージ協力：ライブバーTUBO 

    

③③③③    コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネス活動活動活動活動    

    

アアアア．．．．各種商品各種商品各種商品各種商品のののの販売販売販売販売    

    

協会のさまざまな活動を知ってもらうきっかけづくりやリサイクルを目的として、「おた

がいさま煎餅」、毛糸などの販売を行った。 

また、ボランティアグループ「はさみの会」の協力のもと、提供された衣類でリサイク

ル可能なものは、「ウエス」に加工し販売した。 
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２２２２．．．．ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー事業事業事業事業    

    

より地域に密着したボランティア拠点として、地域の人たちが出会い、ふれあい、学びあう、暮

らしに根ざした活動を行った。 

 

(1)(1)(1)(1)    梅丘梅丘梅丘梅丘ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー事業事業事業事業    

    

①①①①    ボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネート    

    

ボランティア活動希望者とボランティアを必要としている個人・グループ・団体等の相談に

応じるとともに、ボランティア活動を始めたい人へのきっかけづくりを行った。    

    

アアアア．．．．ボランティアボランティアボランティアボランティア相談相談相談相談    

            

Ⅴ 求 む 以 外 の 相談 Ⅴしたい Ⅴ求む 

情報求む 物品提供 学習・協力 その他 

 

小 計 

合 計 

１０７件 ３０件 ２３件 ８件 ５件 １３件 ４９件 １８６件 

 

イイイイ．．．．プチプチプチプチぼらぼらぼらぼら@@@@サークルサークルサークルサークル・・・・フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ 

    

参加者が主体的にプログラムを企画し、若者のボランティア活動への参加をフォローした。 

 

実施日    内容    参加者数    

６月２６日    福祉体験「目が見えないということ」 １６名    

７月３１日 草むしり・バーべキュー交流 ２４名 

８月２８日 反省会  ９名 

９月４日、１１日 バザー値つけ、バザー当日  ７名 

９月２５日 救命講座 １３名 

１２月１１日 クリスマス交流会 ３３名 

 １月２２日 反省会 １０名 

 ２月１２日 光明特別支援学校ハンドサッカーの応援  １名 

 ２月２６日 今後の話し合い  ５名 

 ３月 ６日 梅・夢フェスタ出店のサポート  ６名 

 ３月１９日 三軒茶屋街頭募金活動  ２名 

 ３月２６日 交流会  ８名 

    

ウウウウ．．．．せたがやせたがやせたがやせたがやワークキャンプワークキャンプワークキャンプワークキャンプ    

    

ワークキャンプ団体と協働して活動の場作りを行った。 

実施日    内容    参加者数    

４月１７日 顔合わせ ６名 

５月１５日 イーゼル作り ５名 

６月１９日 イーゼル作り ３名 

１０月１６日 帰宅訓練（「プチぼら」合同講座） １５名 
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エエエエ．．．．楽楽楽楽ボラボラボラボラ講座講座講座講座    アロマテラピーアロマテラピーアロマテラピーアロマテラピー    フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム    

    

学んだことを地域の活動に楽しく活かすことを目的に、アロマ講座の修了生による福祉

施設でのアロマトリートメントの活動を実施した。また、６月４日にアロマ親睦会を開催

し、石鹸づくりを行った。（参加者８名）１０月からは自主的な活動としてスタートした。 

 

受け入れ施設    実施日    参加者数    

ウェルファー ４月２０日、６月１５日、８月１７日  延べ ６名 

きたざわ苑 ４月１２日、６月１４日、８月９日   延べ ７名 

すまいる梅丘 ５月１１日、７月１３日、９月１４日 延べ ７名 

デイサービス経堂 ４月１７日、５月１５日、７月１６日、９月１８日 延べ１６名 

    

オオオオ．．．．編編編編みみみみ物物物物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

    

バザー提供品の毛糸を使い、小物をつくり各種イベントで販売するなど、趣味の活動が

ボランティア活動につながることを提案した。 

 

実施日    内容    参加者数    

４月１４日、２８日、５月１２日、

２６日、６月９日、２３日 、１０

月１３日、２７日、１１月１０日、

２４日、１２月８日、１月１２日、

２６日、２月９日、２３日、３月１

６日 計１６回 

参加者の個々のペースに合わせ、ビュー

ローバザー等への販売に備えるための、

ペットボトルカバー、ルームソックス、

編みぐるみ等の制作 

延べ６７名    

 

    

カカカカ．．．．折折折折りりりり紙紙紙紙ボランティアサロンボランティアサロンボランティアサロンボランティアサロン（（（（フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ））））    

    

毎月第二土曜日の午後を中心に、折り紙サロン参加者へのフォローアップとこれからボ

ランティアを始めたい人等、ボランティア活動に関心のある人同士の交流の場として、折

り紙ボランティアサロン（フォローアップ）を開催した。 

 

実施日    内容    参加者数    

４月１０日、５月８日、６月１２日、

７月１０日、２４日、８月１９日、

２６日、１０月９日、１１月６日、

１２月１１日、１月８日、２月１２

日、３月２８日 計１３回 

障がい者施設への誕生日カード提供、施

設に出向いてのうちわづくり。学校から

の要請による山車づくり。グループホー

ムへ提供するクリスマス飾りづくり 

講師：高木美年子（特技ボランティア） 

延べ７２名    

 

    

キキキキ．．．．小梅小梅小梅小梅ちゃんのおちゃんのおちゃんのおちゃんのお部屋部屋部屋部屋「「「「布布布布ぞうりつくりぞうりつくりぞうりつくりぞうりつくり」」」」    

    

資源を無駄にしない取り組みの一つとして「布ぞうり」づくりを行い、近隣に住む主婦

層を中心に、ものづくりの楽しさや無駄を減らす生活を考える機会とした。 
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実施日    内容    参加者数    

７月２、３日    

 

布ぞうりづくり 

講師：町井賢司（特技ボランティア） 

１０名    

 

    

    

クククク．．．．アロマボランティアアロマボランティアアロマボランティアアロマボランティア    スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップのためののためののためののための交流会交流会交流会交流会    

 

       ボランティア同士や施設職員とも交流しながら、今後の活動に役立てるため、ハンドト

リートメントについて学ぶ交流会を実施した。 

 

実施日    内容    参加者数    

３月１１日    

 

精油についての学習とハンドトリートメントの復習 

施設職員、ボランティア同士の交流会 

１２名    

 

    

ケケケケ．「．「．「．「あんしんすこやかあんしんすこやかあんしんすこやかあんしんすこやかセンターセンターセンターセンター」」」」ボランティアオリエンテーションボランティアオリエンテーションボランティアオリエンテーションボランティアオリエンテーション    

            

梅丘あんしんすこやかセンター主催の「いきいき講座」に協力し、活動体験を行った。 

    

実施日    内容    参加者数    

５月２８日 特技ボランティアの披露、身近なことでできるボランティア（切

手整理、折り紙、編み物） 

１９名 

    

②②②②    ボランティアボランティアボランティアボランティア学習学習学習学習    

    

ナツボラジュニアナツボラジュニアナツボラジュニアナツボラジュニア 2010201020102010    

 

地元の小学生と保護者を対象に、地域の身近なボランティア活動を知ってもらうことを

目的として、ビューローを拠点に活動しているボランティアグループや地域の福祉施設等

の協力を得て、夏休みの期間でボランティア体験プログラムを実施した。プログラムは、

３ビューロー（代田、玉川、梅丘）合同の企画としてチラシや要綱等は共通のものを作成

し、地域の小学校を中心に広報を行った。 

 

実施日 内   容 参加者数 

７月２０日 

～８月３１日 

ビューローで活動するボランティアグループ（折り紙、和裁、

日本語クラス、アロマ、点訳、施設体験、布ぞうり、絵手紙、

音訳、切手整理、編み物）への活動参加 

２７名 

延べ４８名 

    

③③③③    地域連携地域連携地域連携地域連携    

    

ボランティアボランティアボランティアボランティア交流会交流会交流会交流会    

    

ビューローを拠点として活動しているボランティア同士の交流とこれから活動したい人に

に呼びかけて交流会を行った。 
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実施日    内容    参加者数    

４月９日 

 

協会・ビューローの説明、ボランティアグループ・活動者の

報告、特技ボランティアによるマジック披露、懇談 

２９名    

 

    

④④④④    自主活動自主活動自主活動自主活動へのへのへのへの援助援助援助援助    

    

区民・団体の自主活動を支援するため、会議室や機材の提供等を行った。 

    

開所日数 ２９１日 

利用人数 延べ ５，１７１名 

利用団体 延べ   ４７４団体 

    

⑤⑤⑤⑤    梅丘梅丘梅丘梅丘ボラボラボラボランティアビューローンティアビューローンティアビューローンティアビューロー「「「「梅丘梅丘梅丘梅丘ビューロービューロービューロービューローだよりだよりだよりだより」」」」のののの発行発行発行発行    

    

地域の人たちに、ビューロー事業の紹介やボランティア活動の情報を提供するために、「梅

丘ビューローだより」を発行した。（毎月１回７００部発行） 

    

⑥⑥⑥⑥    梅丘梅丘梅丘梅丘ボランティアビューローバザーボランティアビューローバザーボランティアビューローバザーボランティアビューローバザーのののの開催開催開催開催    

    

春に行っていたバザーを９月の平日と週末の２日間開催した。 

 

実施日 来場者 ボランティア 売り上げ 

９月１０日・１１日 

 

１７３名 事前整理：延べ５８名 

当日：３０名、合計延べ８８名 

２１９,０４５円 

    

⑦⑦⑦⑦    梅梅梅梅・・・・夢夢夢夢フェスタフリーマーケットフェスタフリーマーケットフェスタフリーマーケットフェスタフリーマーケットへのへのへのへの参加参加参加参加    

    

梅丘商店街の「梅・夢フェスタフリーマーケット」に参加し、ボランティアの協力のもと中

古衣料や雑貨の販売をおこなった。 

 

実施日 ボランティア 売り上げ 

３月６日 １９名 ９１,２２０円 

    

 (2) (2) (2) (2)    代田代田代田代田ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー事業事業事業事業    

    

①①①①    ボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネート    

ボランティア活動希望者とボランティアを必要としている個人・グループ・団体等の相談に

応じるとともに、ボランティア活動を始めたい人へのきっかけづくりを行った。    

    

アアアア．．．．ボランティアボランティアボランティアボランティア相談相談相談相談    

    

Ⅴ 求 む 以 外 の 相談 Ⅴしたい Ⅴ求む 

情報求む 物品提供 学習・協力 その他 

 

小 計 

合 計 

７２件 ２５件 ２９件 １４件 ２件 １６件 ６１件 １５８件 
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イイイイ．．．．シニアシニアシニアシニア相談室相談室相談室相談室    

    

お年寄りが抱える健康、病気、在宅サービス等の問題について一緒に考えていく「シニア

相談室」を開室した。（毎週火曜日） 

開室日数 相談件数 

３７日 ２７７件 

 

ウウウウ．．．．ウクレレボランティアウクレレボランティアウクレレボランティアウクレレボランティア交流会交流会交流会交流会    

「ウクレレボランティア講座」から生まれた「レレーズ」と「ウクレレボランティアオ

リエンテーション」から生まれた「マハロ」への活動者へ呼びかけ、演奏ボランティア活

動の振り返りや課題の整理を行った。 

 

実施日 内  容 参加者数 

５月２９日 活動の振り返りと心構えの確認 

演奏指導「銀座カンカン娘」 

１７名 

    

エエエエ．．．．おおおお化粧化粧化粧化粧ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ    

「お化粧ボランティア講座」の参加者へのフォローアップとして、月１回の定例会を設

け、自主グループ化を目指した。 

 

実施日 内  容 参加者数 

４月１９日、５月１７日、

６月２１日 

化粧ボランティア定例会 延べ２４名 

６月７日 化粧ボランティア追加募集説明会 

説明、ハンドケア練習、デイサービスセンタ

ー豪徳寺ふらわぁ見学・体験 

５名 

６月１４日 特別養護老人フォームさつき荘見学 ５名 

７月１２日、９月１３日、 

１０月１８日、１１月１５

日、１２月１３日 

化粧ボランティア定例会 

自主グループ化に向けた話し合い 

 

延べ４５名 

１月２４日、２月２１日 化粧ボランティア定例会、グループの規約作

り 
延べ１７名 

    

オオオオ．．．．シニアシニアシニアシニアのためののためののためののための傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア講座講座講座講座フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ    

傾聴ボランティア講座の修了生を対象に、傾聴活動のフォローアップのため毎月１回開

催した。 

 

実施日 内  容 参加者数 

５月２１日、６月１８日 

７月１６日、９月１７日 

１０月１５日、１１月１９日 

１２月１７日、１月２１日、

２月１８日（３月は中止） 

 

活動報告と分かち合い 
延べ４９名 



   
24 

 

 

 

カカカカ．．．．オープンスペースオープンスペースオープンスペースオープンスペース「「「「くつろぎくつろぎくつろぎくつろぎ」」」」    

    

地域の人同士がつながる場として多様なプログラムを企画し、興味や関心にあわせて気

軽に参加できる交流の機会を提供した。 

 

実施日 内  容 参加者数 

７月３１日 『語り継ごう戦争体験を・・・』 

～世界一受けたい授業 平和・戦争の中の人間と動物～ 

「保護された犬の話」講師：上村えり子 

紙芝居「かわいそうな象」講師：古賀俊江 

「憲兵だった父の足跡をたずねて」講師：倉橋綾子 

２６名 

１１月 ６日 『言葉とコミュニケーション』 

人形劇「ちりとてちん」、歌「高次脳機能障害あゆの会」 

朗読「朗読グループのぞみ」、コミュニケーションワーク

「傾聴ボランティアグループ」 

２４名 

１２月１８日 『クリスマスパーティー』 

落語人形劇「ちりとてちん」上演、マジック「グリーン」

とトーンチャイム「スマイルマム」、紙芝居、ボランティ

アによる歌ほか。 

２２名 

 

キキキキ．．．．「「「「犬犬犬犬ののののラストメッセージラストメッセージラストメッセージラストメッセージ写真展写真展写真展写真展」～」～」～」～犬犬犬犬からのからのからのからの遺言遺言遺言遺言～～～～    

    

殺処分直前の犬たちのまなざしの写真を展示し、命を大切にすること、責任をもって動

物を飼うことを、中高大学生とセラピードッグカフェ「ころん」のボランティア３０名と

ともに地域に発信した。 

実施日 内  容 参加者数 

７月３１日、 

８月 1日 

写真家児玉小枝の写真展 

「どうぶつたちのレクイエム」 

「ラスト・チャンス 子犬たちの譲渡会現場から」 

「明るい老犬介護」 

２０２名 

 

②②②②    ボランティアボランティアボランティアボランティア学習学習学習学習    

        

ボランティア参加について、多様な関わり方があることや、個々の関心を広げていくこと

で、全ての世代の人たちがボランティア活動の機会が得られるように多彩なプログラムを提

供した。 

 

ナツボラジュニアナツボラジュニアナツボラジュニアナツボラジュニア 2010201020102010    

 

地元の小学生と保護者を対象に、地域の身近なボランティア活動を知ってもらうことを

目的として、ビューローを拠点に活動しているボランティアグループや地域の福祉施設等

の協力を得て、夏休みの期間でボランティア体験プログラムを実施した。プログラムは、

３ビューロー（代田、玉川、梅丘）合同の企画としてチラシや要綱等は共通のものを作成

し、地域の小学校を中心に広報を行った。 
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実施日 協力団体 参加者数 

７月 １日 

～８月３１日 

みんなの手ひだまり、くつろぎ戦争体験、くつろぎ俳句会、

ＴＯＹ工房どんぐり、楽がき、ＪＣＡ、ころん、グラスホッ

パー、さつき、喫茶コスモス、おもちゃライブラリー、デイ

サービスセンター下北沢 

５０名 

延べ７０名 

    

③③③③    自主活動自主活動自主活動自主活動へのへのへのへの援助援助援助援助    

 

区民・団体の自主活動を支援するため、会議室や機材の提供等を行った。 

    

開所日数 ２９０日 

利用人数 延べ １０，６５０名 

利用団体 延べ   ９０３団体 

                貸出し 車いす ９件 

 

④④④④    代田代田代田代田ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティアだよりだよりだよりだより」」」」のののの発行発行発行発行 

    

地域の人たちに、ビューロー事業の紹介やボランティア活動の情報を提供するために、「ボ

ランティアだより」を発行した。（毎月１回１１５０部） 

 

⑤⑤⑤⑤    秋秋秋秋ののののビューローバザービューローバザービューローバザービューローバザーのののの開催開催開催開催    

    

リユースをすすめ、ボランティア希望者の受け皿や地域のボランティア活動の機会を広げる

ためのバザーを実施した。 

 

実施日 来場者数 ボランティア数 売り上げ 

１０月２６日、２７日 

 

延べ６０１名 事前整理：延べ８４名 

当日：３６名、合計延べ１２０名 

４１２，３５０円 

    

(3)(3)(3)(3)    玉川玉川玉川玉川ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー事業事業事業事業    

 

①①①①    ボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネートボランティアコーディネート    

    

ボランティア活動希望者とボランティアを必要としている個人・グループ・団体等の相談に

応じるとともに、ボランティア活動を始めたい人へのきっかけづくりを行った。    

    

アアアア．．．．ボランティアボランティアボランティアボランティア相談相談相談相談    

    

Ⅴ 求 む 以 外 の 相談 Ⅴしたい Ⅴ求む 

情報求む 物品提供 学習・協力 その他 

小 計 合 計 

２２５件 ３５件 ３５件 １２件 ０件 ３２件 ７９件 ３３９件 

    

イイイイ．．．．ボラカフェボラカフェボラカフェボラカフェ    

    

ボランティア活動に興味はあるが、なかなか一歩が踏み出せない人を対象に丁寧に時間を



   
26 

 

 

かけ個々にあったボランティア活動を共に考えたり、モノづくりを中心に活動し、話し合う

場を提供した。月に１回（第４火曜日） 

 

実施日 内  容 参加者数 

４月２８日 カフェの説明、車いす体験、インタビューゲーム ６名 

５月１１日 モノづくり ４名 

６月 ８日 モノづくり ４名 

７月１３日 豆針山、ブックカバー、アクリルたわしづくり ７名 

８月１０日 刺し子、ペーパークラフト体験 ６名 

９月 ２日 玉福まつり出店作品づくり ７名 

１０月 ７日 玉福まつりに向けての打合せ、作品づくり。有志で１０月８

日に玉福まつりの搬入、１０月９日出店した。 

９名 

１１月 ４日 羊毛フェルトのコースター ７名 

１２月 ２日 折り紙でつくるサンタクロース ７名 

１月２５日 モノづくり、今年の運勢占い ９名 

２月１５日 バザーで販売する福袋づくり ８名 

３月 ８日 モノづくり ７名 

    

ウウウウ．．．．集集集集まれまれまれまれ個性派遊個性派遊個性派遊個性派遊ぼうぼうぼうぼう会会会会    

    

障害のある子どもとその家族の居場所づくりと障害児とかかわるボランティア活動の

きっかけづくりを目的に「遊ぼう会」を毎月１回開催した。また、定例会に加えて、１０

月２９日・３０日に「遊ぼう会×アート＋臨床美術士たち」と題した展示会を玉川ボラン

ティアビューローで行い、１０４ピースからなるゲルニカなど、臨床美術士ボランティア

グループ「パステル」と遊ぼう会メンバーが作りためた作品を発表した。 

参加者数 実施日 内   容 

子ども 保護者 

ボ ラ ン

ティア 

計 

４月３日 臨床美術 in 遊ぼう会 ２０名 １０名 １１名 ４１名 

５月１５日 レクリエーション １１名 ６名 ７名 ２４名 

６月１２日 レクリエーションとおやつ ８名 ３名 ５名 １６名 

７月１０日 臨床美術 in 遊ぼう会 ７名 ７名 １０名 ２４名 

８月２１日 夏まつりwithグルンパ １４名 ６名 １６名 ３６名 

９月１８日 親子でアロマテラピー ８名 ７名 ５名 ２０名 

１０月１６日 臨床美術 in 遊ぼう会 ５名 １名 １１名 １７名 

１１月１３日 レクレーション＆おやつ ３名 １名 ７名 １１名 

１２月１８日 遊ぼう会のクリスマス １２名 ７名 ９名 ２８名 

１月１５日 遊ぼう会お餅つき １９名 １２名 １６名 ４７名 

計 １０回  計１０７名 計６０名 計９７名 計２６４名 

 

エエエエ．．．．障害児障害児障害児障害児とととと仲良仲良仲良仲良くなろうくなろうくなろうくなろう！～！～！～！～ボランティアボランティアボランティアボランティア養成講座養成講座養成講座養成講座～～～～    

  

障害児に対する理解者の拡大とボランティアのきっかけづくりをねらいに養成講座を実

施した。 
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実施日 内     容 参加者数 

５月２８日 

 

「障害とは何か、障害児との関わり方」岸本啓吉（元全国

特別支援学校校長会会長）、ビデオによる発達障害の説明 

８名 

５月２９日 

 

ボランティアについて、アイマスク体験 

保護者、ボランティアからの話 

８名 

 

オオオオ．．．．集集集集まれまれまれまれ個性派学習会個性派学習会個性派学習会個性派学習会２０１０２０１０２０１０２０１０    

障害児とかかわるボランティアと保護者のネットワークづくりの場として学習会を実施

した。 

実施日 内     容 参加者数 

９月２５日 障害児をとりまく情報共有、意見交換 ５名 

１１月１３日 保護者による子どもたちの良いところ、好きなところ １５名 

３月 ５日 自閉症とその他の発達障害について ９名 

 

カカカカ．．．．傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア学習会学習会学習会学習会    

傾聴講座の修了生を対象に、ボランティア活動を続けていくために必要なスキルの習得

や日々の不安や悩みを共有し、ささえあうことを目的に「学習会」を実施した。 

実施日 内  容 講 師 参加者数 

４月２６日 近況報告、学習会「認知症家族がたど

る４つの心理ステップ」 

８名 

６月２１日 近況報告、学習会「実例から考える（ロ

ールプレイ）」 

５名 

９月１３日 近況報告、学習会「共感とは」 

 秋山希美子 

（傾聴ボラン

テ ィ ア も み

じ） ５名 

１１月２４日 高齢者を取り巻く環境について 中村喜江 

（育秀園理事長） 

６名 

１２月１３日 近況報告、会のこれからについて  ９名 

１月２４日 近況報告、学習会「施設での傾聴につ

いて」 

４名 

３月２８日 近況報告、学習会「共感とは」 

秋山希美子 

（傾聴ボランティ

アもみじ） ３名 

    

キキキキ．．．．高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設ででででボランティアボランティアボランティアボランティアするためのするためのするためのするための「「「「傾聴傾聴傾聴傾聴ボランティアボランティアボランティアボランティア講座講座講座講座」」」」    

玉川地域にある高齢者施設での活動を目標に、傾聴を通してグループで活動が継続して

行えるよう、養成講座を開催した。 

実施日 内  容 参加者数 

１０月２７日 

１１月 １日 

１１月 ５日 

１回目「ボランティアってなに…」 

２回目「傾聴について」 

講師：池田倫子（代田ボランティアビューロー） 

３回目「これからの活動について」 

講師：丸山めい（等々力の家職員）、野村伸子、妹尾

富紗子、川田田鶴子（施設ボランティア）、三浦覚（さ

つき荘職員）、坂井祐（博水の郷職員） 

１３名 
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１１月中 さつき荘、博水の郷、等々力の家、共愛ホーム、ア

ルテンハイム成城での体験 

 

１１月２４日 講演「高齢者を取り巻く環境について」 

講師：中村喜江（育秀園理事長） 

３４名 

１２月 ６日 学習交流会 

ファシリテーター：秋山希美子（傾聴ボランティア

もみじ） 

１３名 

    

②②②②    ボランティアボランティアボランティアボランティア学習学習学習学習    

    

アアアア．．．．ナツボラジュニアナツボラジュニアナツボラジュニアナツボラジュニア 2010201020102010    

 

地元の小学生と保護者を対象に、地域の身近なボランティア活動を知ってもらうことを

目的として、ビューローを拠点に活動しているボランティアグループや地域の福祉施設等

の協力を得て、夏休みの期間でボランティア体験プログラムを実施した。プログラムは、

３ビューロー（代田、玉川、梅丘）合同の企画としてチラシや要綱等は共通のものを作成

し、地域の小学校を中心に広報を行った。 

 

実施日 協力団体 

７月２０日

～８月３１

日 

ＲＳの会、ＪＣＡ玉川、あおぞら、遊ぼう会＆ぐるんぱ夏祭り、おもちゃ図

書館ぽっぽ、さつき荘、銀雄クラブ、むつみ会、ＲＳの会、玉川オリジナル

オリエンテーション 

参加者数 ５９名、延べ９９名 

    

イイイイ．．．．にっぽんのにっぽんのにっぽんのにっぽんの手仕事手仕事手仕事手仕事をををを学学学学ぼうぼうぼうぼう    

 

日本の伝統文化に関心のある外国人と失語症の自助グループ家族がいっしょに作業を行

い、文化にふれる機会とした。 

実施日 参加者 

３月１０日 ５名  ボランティア講師１名 

    

③③③③    地域連携地域連携地域連携地域連携    

    

介護介護介護介護しているしているしているしている人人人人のためののためののためののための「「「「しゃべりしゃべりしゃべりしゃべり場場場場ホッホッホッホッととととカフェカフェカフェカフェ」」」」    

 

介護をしている人への癒し・共感・支え合いの場を提供することを目的に開催した。 

実施日 内   容 参加者数 

４月２８日、５月１９日 

６月１６日、７月２１日 

９月１５日、１０月２０

日、１１月１７日、１月１

９日、２月１６日、 

３月は地震のため中止 

受入れ体制についての確認、協力者同士でワー

ク、意見交換、ロールプレイ等 

延べ５１名 
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④④④④    自主活動自主活動自主活動自主活動へのへのへのへの支援支援支援支援    

    

区民・団体の自主活動を支援するため、会議室や機材の提供等を行った。    

開所日数 ２９２日 

利用人数 延べ ７，６２９名 

利用団体 延べ   ４５１件 

 

⑤⑤⑤⑤    玉川玉川玉川玉川ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー「「「「ビューロービューロービューロービューローだよりだよりだよりだより」」」」のののの発発発発行行行行    

    

地域の人たちに、ビューロー事業の紹介やボランティア活動の情報を提供するために、「ビ

ューローだより」を発行した。 

（毎月１回９８０部発行） 

 

⑥⑥⑥⑥    玉川玉川玉川玉川ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー利用者交流会利用者交流会利用者交流会利用者交流会のののの開催開催開催開催    

 

玉川ビューローを利用するボランティアグループ、個人ボランティアの交流を図るため、

各グループの活動ＰＲ、情報交換の場を設けた。 

実施日 １１月２６日 

参加団体 ＲＳの会、ＪＣＡ月曜、ＪＣＡ木曜、ＪＣＡ土曜、銀雄クラブ、失語症花みず

きの会、ＡＡ玉川グループ、やすらぎ、遊ぼう会、ボラカフェ 

参加者数 ３1名（参加団体から３０名、個人ボランティア1名） 

 

⑦⑦⑦⑦    玉川玉川玉川玉川ボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューローボランティアビューロー春春春春ののののバザーバザーバザーバザー開催開催開催開催    

物品のリユースと誰でも参加できるボランティア活動の機会としてバザーを実施した。 

 

 

 

 

 

 

実施日 来場者数 ボランティア 売り上げ 

２月２５ 

・２６日 

延べ３５０名 事前整理：延べ９５名 

当日：６１名 延べ１５６名 

１，０２２，８５０円 
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３３３３．．．．せたがやせたがやせたがやせたがやチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドライン事業事業事業事業    

    

  １８歳までの子どもがかける電話「チャイルドライン」（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-99-7777、有料ﾀﾞｲﾔﾙ

03-3412-4747）として火曜日から土曜日の１６時～２１時に実施した。 

「せたがやチャイルドライン運営委員会」をベースに、若い世代の活動参加への呼びかけや運営の

安定化を図った。 

    

((((１１１１))))    子子子子どものどものどものどものメッセージメッセージメッセージメッセージをををを聴聴聴聴くくくく活動活動活動活動    

    

①①①①    せたがやせたがやせたがやせたがやチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインのののの実施実施実施実施    

 

火曜日～土曜日１６時～２１時に専用回線とフリーダイヤルの２回線でボランティア（受け

手）が子どもからの電話を受けた。 

〈年間のアクセス件数〉 

 

総数５５９４件のうち会話の成立した電話は１２１３件、月平均１０１件だった。 

 

〈性別内訳〉 

 

〈年齢別内訳〉                〈電話内容内訳〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年度に全国のチャイルドラインで受けた電話の総数は229,303件で、そのうち会話の成立し

た電話は73,540件だった。せたがやチャイルドラインでは5594件の電話を受け、そのうち会話が成

立した電話は1213件、月平均10１件だった。主な電話の内容は、人間関係、心の不安、性に関する

    ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

2010年 474 579 535 453 321 350 402 372 491 290 360 502 5,594 

2009年 175 717 812 641 447 375 407 256 283 554 553 465 5,685 
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こと、恋愛・異性関係、いじめ、学業・成績と続いた。（グラフは会話の成立した電話の数による） 

 

((((２２２２))))    参加参加参加参加のののの輪輪輪輪をををを広広広広げるげるげるげる活動活動活動活動    

 

①①①①    受受受受けけけけ手手手手・・・・支支支支ええええ手手手手・・・・運営委員運営委員運営委員運営委員「「「「全員集合全員集合全員集合全員集合」」」」交流会交流会交流会交流会のののの実施実施実施実施    

    

受け手、支え手、運営委員、その他関係者の交流と情報交換を行うため「全員集合」交流会を

開催した。 

実施日 内 容 

４月２４日 受け手認定授与式 

７月１０日 学習会、交流会 

１０月１６日 学習会、交流会 

１２月１８日 チャイルドヘルプライン・インターナショナル国際会議報告、 

全員集合交流会 

 

            ②②②②    交流交流交流交流のためののためののためののための「「「「カフェカフェカフェカフェ」」」」活動活動活動活動    

 

５月２１日、6月１２日に受け手、支え手が気軽に集える場としてカフェ活動を行った。 

 

③③③③    せたがやせたがやせたがやせたがやチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドライン応援団活動応援団活動応援団活動応援団活動    

 

「社会福祉法人世田谷ボランティア協会」をささえる会と協働して、応援団募金への呼びかけ

を行った。 

 

((((３３３３))))    人材養成人材養成人材養成人材養成とととと研究活動研究活動研究活動研究活動    

 

①①①①    公開講座公開講座公開講座公開講座のののの開催開催開催開催    

 

  「子どもの気持ち、とどいていますか“聴く力を育てる講座”」として公開講座を６月４日～

７月３０日まで全９回実施した。近隣の住民を含め、延べ４０名の出席があった。 

 

②②②②    「「「「受受受受けけけけ手養成専修講座手養成専修講座手養成専修講座手養成専修講座」」」」のののの開催開催開催開催    

    

    １０月１日～１２月３日にわたり全１０回の専修講座を開催し１１名が受講した。 

  

            ③③③③    受受受受けけけけ手手手手「「「「継続研修継続研修継続研修継続研修」」」」のののの開催開催開催開催    

 

実施日 内 容 参加者数 

４月７日、２１日 「アサーション学習会」講師：舘 裕子  延べ２１名 

２月２６日 「男子の性・思春期の性をどう理解するか」 

講師：村瀬幸浩 

２５名 

 

④④④④    「「「「インターンインターンインターンインターン研修研修研修研修」」」」のののの実施実施実施実施    

    

受け手研修修了後、受け手インターンを対象に月１回の研修を実施した。（１４期、１５期） 
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        ⑤⑤⑤⑤    支支支支ええええ手手手手のためののためののためののための合宿研修合宿研修合宿研修合宿研修のののの開催開催開催開催    

    

全国のチャイルドラインの支え手も含め、１泊２日でスキルアップのための研修を開催した。参加

者１２名。 

 

（（（（４４４４））））    ネットワーキングネットワーキングネットワーキングネットワーキング活動活動活動活動    

 

①①①①    全国全国全国全国ののののチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインとのとのとのとの協働協働協働協働    

 

認定ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センターや全国のチャイルドラインとの情報交換に努

めるため、全国フォーラムやエリア研修に出席した。 

 

②②②②    チャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドライン東京東京東京東京ネットワークネットワークネットワークネットワークへのへのへのへの参画参画参画参画    

 

    東京でチャイルドラインの活動を行う各団体と協力し、オリジナルカードの印刷・配布や定期

会議への参加を行った。チャイルドライン東京ネットワークが分担して、１１月に東京の小中学

生にカードを配布した。 

 

③③③③    子子子子どものどものどものどものメッセージメッセージメッセージメッセージをををを届届届届けるけるけるける活動活動活動活動    

   

ニュースレターやブログを通じてせたがやチャイルドラインからの情報発信を図った。 

 

((((５５５５))))    組組組組織織織織のののの運営活動運営活動運営活動運営活動    

 

①①①①    運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会のののの開催開催開催開催    

   

毎月１回運営委員会を開催し、せたがやチャイルドラインの運営等について協議した。 

 

        ②②②②    「「「「支支支支ええええ手会議手会議手会議手会議」」」」のののの開催開催開催開催    

 

    毎月１回支え手会議を開催し、受け手へのサポートについて協議した。 

 

((((６６６６))))    企画企画企画企画・・・・販売活動販売活動販売活動販売活動    

    

①①①①    チャイルドラインショップチャイルドラインショップチャイルドラインショップチャイルドラインショップのののの運営運営運営運営    

   

ボランティアセンターの無人ショップや世田谷文学館、パブリックシアターにおいて、ものづ

くりボランティアによるグッズや支援センターのキャラクター商品を販売する。 

 

②②②②    各種各種各種各種イベントイベントイベントイベントへのへのへのへのバザーバザーバザーバザー出店出店出店出店    

 

烏山もったいないバザール、チャリティ・バザー（代田ボランティアビューロー）、ふるさと

区民まつり、雑居まつり、ボロ市（１２月・１月）へ出店し、せたがやチャイルドラインの活動

の周知を図った。 
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．福祉事業部福祉事業部福祉事業部福祉事業部    

    福祉事業部は、２０１０年度全体の事業目標を「ボランティア協会が福祉事業を展開する特性を踏

まえ、地域の暮らしに密着しながら、原点に戻り、ひとつひとつ丁寧に、真摯に業務の取り組みを振り

返る」とした。1年間で全ての点検が終了できたとは言えないが、各事業内での充分な討議と各事業間

の共通会議を頻回に行ったことにより、課題が明確となり２０１１年度にむけての足がかりとなった。 

 

１１１１．「．「．「．「ケアセンターケアセンターケアセンターケアセンターふらっとふらっとふらっとふらっと」」」」（障害者自立支援法 生活介護事業・自立機能訓練事業） 

 

  ２０１０年度は、多くのニーズに応えるため、利用者の受け入れを積極的に実施し、生活介護事業

に８名、自立機能訓練事業に３名の新規利用者を受け入れ、利用率も向上した。また、自立機能訓練

事業では、福祉的就労も含めれば５名が就労し、生活介護事業を利用しながら３名が就労した。担当

業務全体の課題を捉えながら、地域と連携した事業を行うことができたことによって、利用者の活躍

の場を広げることができた。 

    

((((１１１１) ) ) ) 運営方針運営方針運営方針運営方針    

 

運営にあたっては次の5つの基本方針にそって援助を行った。 

① 社会生活への主体的な参加 

② いのちと人権を守りながら、心身の健康維持増進をはかる 

③ 個性、特性を尊重した活動 

④ 利用者と家族への支援 

⑤ 地域の人たちとの交流 

 

(2)(2)(2)(2)    利用定員等利用定員等利用定員等利用定員等    

    

①①①①    利用定員利用定員利用定員利用定員＝１日利用定員を生活介護事業２０名、自立機能訓練事業６名とし、様々なニーズに

応えられるよう努力した。 

    

②②②②    利用日利用日利用日利用日 ＝年末年始及び日曜祝日を除き、生活介護事業は月曜日から土曜日まで、自立機能訓

練事業は月曜日から金曜日まで開所日とした。 

    

③③③③    利用時間利用時間利用時間利用時間＝基本は１０時から１６時だが、利用者の様々なニーズに合わせ、８時３０分から 

１９時３０分頃までケア及び送迎に対応している。 

 

④④④④    2010201020102010 年度利用状況年度利用状況年度利用状況年度利用状況    

＊生活介護事業 

 利用日 予定人数 利用人数 欠席人数 出席率 

2010年度 288日 6113人 5526人 587人 90.4% 

2009年度 291日 5717人 5029人 688人 88.0% 

2008年度 296日 6069人 5150人 919人 85％ 

＊自立機能訓練事業 

 利用日 予定人数 利用人数 欠席人数 出席率 

2010年度 236日 1518人 1257人 261人 82.6% 
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2009年度 234日 1487人 1222人 265人 82.2% 

2008年度 238日 992人 802人 190人 81％ 

    

(3(3(3(3))))    利用者状況利用者状況利用者状況利用者状況（2011年 3月末、単位：人） 

 

①①①①    男女別男女別男女別男女別    

    

 男 女 合計 

生活介護事業 ３５ １３ ４８ 

自立機能訓練事業 ８ ２ １０ 

 

②②②②    身体障害者手帳級別身体障害者手帳級別身体障害者手帳級別身体障害者手帳級別    

    

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 その他 合計 

生活介護事業 ３９ ７ ２ ０ ０ ０ ０ ４８ 

自立機能訓練事業 １ ３ ２ ２ １ １ ０ １０ 

 

③③③③    疾患別疾患別疾患別疾患別    

    

 脳血管障

害 

外傷 低酸素 難病 その他 合計 

生活介護事業 ２８ １４ ３ ２ １ ４８ 

自立機能訓練事業 ５ ２ ０ ０ ３ １０ 

 

④④④④    障害程度区分障害程度区分障害程度区分障害程度区分（（（（生活介護事業生活介護事業生活介護事業生活介護事業））））    

    

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

生活介護事業   ８ １０ ８ ２２ ４８ 

 

(4)(4)(4)(4)        援助内容援助内容援助内容援助内容（（（（生活介護事業生活介護事業生活介護事業生活介護事業））））    

 

利用者本人のニーズや背景を考慮しながら、複数のプログラムを用意し、利用者が主体的に自己

選択・自己決定が行えるように援助した。 

 

①①①①    料理活動料理活動料理活動料理活動    

 

料理を通じ、作業動作ならびに日常生活の技術取得への支援を、作業療法士と支援員を中心に

実施した。 

    

②②②②    機能保持活動機能保持活動機能保持活動機能保持活動    

 

アアアア．．．．リハビリテーションプログラムリハビリテーションプログラムリハビリテーションプログラムリハビリテーションプログラム    

 

療法士・看護師・リハビリテーション医など専門スタッフと支援員とがチームを組みながら
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提供した。２０１０年度は常勤職員として理学療法士も加わり、より一層充実したプログラム

を提供した。 

 

イイイイ．．．．生活支援生活支援生活支援生活支援    

 

関係機関とも連絡調整して、連携を図り、日常生活における様々な問題解決のため適切なア

ドバイスを行った。 

 

ウウウウ．．．．健康管理健康管理健康管理健康管理    

 

食後の口腔ケアや血圧・体重・検尿及び委託による腸内細菌検査を実施した。また合併症、

後遺症のケアを自己管理できるよう、主治医、看護師、家族と連携をとりながら支援した。 

 

③③③③    創作活動創作活動創作活動創作活動    

 

手芸・料理・園芸などグループあるいは個別で支援した。 

 

④④④④    仲間作仲間作仲間作仲間作りりりり    

    

高次脳機能障害の方々を中心に、仲間作りを積極的に支援した。２００９年度にひき続き３つ

の自主グループが活発に、当事者が中心となって活動を行った。また、地域、学校、企業からの

依頼を受け、利用者自らが講師となり講演する機会を積極的に受け入れた。 

 

⑤⑤⑤⑤    所外活動所外活動所外活動所外活動    

 

季節感とリズムある暮らしと社会参加への足がかりとして、下記のような所外活動を実施した。 

 

アアアア．．．．見学見学見学見学・・・・鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞・・・・散策散策散策散策    

 

美術館・文学館・公園などの見学や散策、デパート、専門店、商店街での買い物など利用者

自身が選択、決定し実施した。また四季折々を体験できるよう、小グループで様々な場所へ外

出した。受傷前の生活と同じように工夫次第で可能になることを経験し、またグループで活動

することにより精神的な負担を軽減しながら、生活におけるアクティビティを高めた。 

 

イイイイ．．．．プールプールプールプール活動活動活動活動    

 

毎週土曜日に区立総合運動場のプールを利用し、機能回復と維持、リラクゼーションを図る

活動を実施した。 

 

ウウウウ．．．．催事催事催事催事などへのなどへのなどへのなどへの参加参加参加参加    

 

地域での祭り・バザーなどに、希望者を中心に参加し、地域と交流する機会を協会本部と連

携して作った。（雑居まつり、エ・テ・マルシェ、烏山もったいないバザール、おたがいさま

フェスタ等） 
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⑥⑥⑥⑥    援助援助援助援助プログラムプログラムプログラムプログラムづくりづくりづくりづくり    

 

利用者個々のニーズや障害状況を把握し、最も効果的と思われる支援プログラムを行った。 

 

・利用者が抱える個々の問題について必要に応じて個別相談を実施した。 

・利用者への援助に際して、デイサービスにおける長期・短期目標を自己決定できるように支援

を実施した。なお、実施に際しては、家族と連携を取りながら行った。また、定期的な見直し

を必ず行った。 

・行政、関連機関と緊密な連携をとり、個別支援を厚く行い、効果を見ることができた。     

現在、利用者2名が生活介護事業を利用しながら、一般就労を開始している。 

・高次脳機能障害者関係機関と連携し、高次脳機能障害者自主グループへの支援と、啓発活動に

努めた。 

 

(5)(5)(5)(5)    自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練（（（（機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練））））    

 

①①①①    利用現況利用現況利用現況利用現況    

    

利用者：１１名（1日定員：6名） ※2011年 3月現在 

 月 火 水 木 金 

男 ５名 ４名 ６名 ３名 ６名 

女 １名 １名 ０名 ３名 １名 

計 ６名 ５名 ６名 ６名 ７名 

 

②②②②        利用者利用者利用者利用者のののの動向動向動向動向    

    

性別 年齢 障害名 支援内容 利用 

目標 

利用 

日数 

在籍 

期間 

在籍

月数 

女 40代 クモ膜下出血による左上肢

機能障害 

復職支援→

就労 

復 職 →

就労 

3/週 2008 年

11月～ 

29 

男 20代 外傷による言語機能障害 基本的生活

習慣の確立 

就労 2/週 2009年 

2月～ 

26 

女 50代 脳出血による左上肢機能障

害・体幹機能障害 

生活リズム

の確立 

生 活 範

囲 の 拡

大 

2/週 2009 年

5月～ 

23 

男 50代 外傷による左下肢機能障

害・高次脳機能障害 

就労支援、体

力づくり 

就労 3/週 2009 年

9月～ 

18 

男 40代 頚髄損傷による両上肢・体

幹機能障害・パーソナリテ

ィ障害 

生活リズム

の確立 

就労 2/週 2009 年

11月～ 

17 

男 40代 右肩鋭関節脱臼による右肩

関節機能障害・高次脳機能

障害 

基本的生活

習慣の確立 

就労 3/週 2010 年

1月～ 

15 

男 50代 脳出血による左上肢・左下

肢機能障害 

復職支援、体

力づくり 

復職 3/週 2010 年

3月～ 

13 
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男 30代 脳梗塞による左上肢・左下

肢機能障害 

復職→就労

支援 

復 職 →

就労 

5/週 2010 年

5月～ 

11 

女 30代 外傷性クモ膜下出血 育児に関す

る支援・調整 

生 活 範

囲 の 拡

大 

1/週 2010 年

8月～ 

 8 

男 50代 クモ膜下出血による両上

肢・両下肢機能障害 

復職→生活

範囲の拡大 

生 活 範

囲 の 拡

大 

5/週 2010 年

8月～ 

8 

男 40代 洞結節不全症候群による心

臓機能障害 

基本的生活

習慣の確立 

生 活 範

囲 の 拡

大 

1/週 2010 年

10月～ 

 6 

    ※ 各人の状況が異なることから利用日数は多様になっている。 

    

③③③③    退所者退所者退所者退所者のののの動向動向動向動向    

    

性別 年齢 障害名 支援内容 
在籍 

月数 
転帰 

男 60代 

脳梗塞による言語機能喪

失・右上肢機能障害・右下

肢機能障害 

パソコン

スキルア

ップ 

30 

ボランティアとしてふらっとで活

動しつつ、趣味の映画鑑賞記録を

行いつつ、お勧めの作品を紹介す

るペーパーを不定期に刊行 

男 60代 
脳梗塞による左上肢・左下

肢機能障害 

生活リズ

ムの確立 
30 介護保険施設利用 

男 30代 
脳梗塞による右上肢・右下

肢機能障害 
就労支援 

18 
区内就労移行支援施設利用 

男 40代 
疾患による両下肢機能障

害 

生活リズ

ムの確立 

13 
自宅療養 

男 60代 
クモ膜下出血による右上

肢・右下肢機能障害 

就 労 支

援、体力

づくり 

18 
趣味の読書を生かし、ネット古本

販売を行う就労継続支援施設利用 

男 40代 
脳出血による左上肢・左下

肢機能障害 
就労支援 

5 
一般企業に障害者雇用として就労 

男 40代 クモ膜下出血 就労支援 

19 ふらっと利用後、生活全般立て

直しのため都心障センター入所

更生施設を利用し、退所後はふ

らっとを再利用しつつ求職活動

を進め、元職場に障害者雇用と

して再契約（就労） 

    

④④④④    主主主主ななななプログラムプログラムプログラムプログラムとととと１１１１週間週間週間週間のののの流流流流れれれれ    

    

    

主な 

プログラム 
内容 目的 現況 今後の方向 
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日曜市 

月の最終日曜日

に「市場」を開

催。2010年度は

計5回ふらっと

にて開催した。 

地域における役割

や場所を主体的に

見つけるキッカケ

を探す。 

集客が難しいとの意見が

あったが、広報範囲を工

夫する等により、少しず

つ新たな来場者が生まれ

つつある。 

少しずつリピー

ターが生まれ始

めている。利用者

の主体的な参加

を目指して試行

錯誤中。 

犬用クッキ

ー販売委託 

横浜にある高次

脳機能障害者の

地域作業所｢す

てっぷなな｣が

製造している犬

用クッキーを委

託販売する。 

犬用クッキーとい

うツールを通じ

て、ふらっと以外

の場所や人と繋が

る機会とする。 

委託販売に伴う各

種作業を訓練とし

て活用する。 

クッキーの受け取りに

「すてっぷなな」まで出

向くなど、相互交流を図

る場になりつつある。 

単にクッキーを

受け取るだけで

はないつながり

を少しずつ作っ

ていきたい。 

料理 料理実習 

馴染みがある「食」

を利用した各種訓

練を行う。日曜市

の商品試作・商品

作りの場として利

用する。 

「毎週月曜日は餃子の

日」と定番の昼食メニュ

ーを作ったり、商品とな

るジャムや燻製等を作っ

ている。 

日 曜 市 商 品開

発・作成の場とし

てさらなる活用

を図りたい。 

外出 所外活動 

計画作りを含め、

主体的に物事を遂

行する場、他者と

の関わりの持ち方

についてトレーニ

ングする場、ＩＡ

ＤＬ訓練の場とす

る。 

各人の障害状況や年齢等

が少人数でありながら多

様であるため、話し合い

を成立させる難しさがあ

る。 

各人の状況（身体面、経

済面等）が異なる中での

グループ活動となるた

め、配慮が必要。 

グループ活動だ

が、各人の目標に

基づいたそれぞ

れのトレーニン

グの場としても

活用したい。 

ふらっと内

の作業 

朝の準備、昼食

配膳等 

日常生活を利用し

た各種訓練の場と

する。また、自分

でできることは自

分達で行うことを

手始めに、役割を

担う場の一つとし

ても活用する。 

利用者によって意識の濃

淡はあるが、各人に応じ

た様々な場面で作業を担

うことができるようにな

ってきている。 

就労以外の場で

も自身が必要と

されている場が

あることに気づ

く一助となるよ

うな場づくりを

目指したい。 

個別トレー

ニング 
個別課題 

個別に対応が必要

なことや、各人が

希望するスキルア

ップについて対応

する。 

スキルアップしたい内容

が自ら明確な利用者が少

なく、用意されている作

業を行う時間となってい

る利用者が多い。 

 

スキルアップが

必要なことにつ

いて、利用者自身

が気づけるよう

な場づくりを目

指したい。 
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＊＊＊＊    1111 週間週間週間週間のののの流流流流れれれれ（（（（例例例例））））    

 月 火 水 木 金 

午前 料理 軽運動（ウォー

キング等） 

日曜市に向け

た活動 

予定決め及び外

出  

トレーニングジ

ムの利用及び軽

運動 

午後 個別課題 個別課題 個別課題 個別課題 個別課題 

 

 

⑤⑤⑤⑤    関係機関一覧関係機関一覧関係機関一覧関係機関一覧    

    

東京都心身障害者福祉センター 

障害者支援情報センター 三軒茶屋プリズム 

世田谷区障害者就労支援センターしごとねっと 

泉の家 

泉の家 玉堤分場 

 

就労支援 

機関 

（株）浩仁堂（カバーヌ） 

（株）アーバンベンディクスネットワーク 

ムラカワ（株） 

企業等 

防衛省 

あしかりクリニック 

自衛隊中央病院 

慈恵医科大学病院 

慈恵医科大学第三病院 

桜新町リハビリテーションクリニック 

成城リハビリテーションクリニック 

小俣内科クリニック 

 

医療機関 

牧田総合病院 

世田谷区立総合福祉センター 

れいんぼう川崎 

あかね 

ケアプラン田園 

さくら・ぷらんにんぐ 

下馬あんしんすこやかセンター 

ホスピア三軒茶屋 

ケアステーション連 

介護保険 

及び 

自立支援法 

関連 

 

ケア相談センター結 

 

((((６６６６))))    送迎送迎送迎送迎    

    

２０１０年度は、運行委託による送迎車両（リフト付き中型バス、車いすが２台乗るワゴン車）

に加え、法人車両３台を活用し、より広い範囲への送迎を行ってきた。また、送迎のルートを工夫
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する事で送迎時間もそれぞれの家庭の希望に出来る限り添う形で行う事が可能になり、多くの方は

乗車時間が延びる事もなく、更に新たな利用者を受け入れることが出来た。 

しかし、利用を希望する方の障害状況は重く、また年齢も若いことから大型の車いすを利用され

ている方も多くなってきており、そのため乗車できる車両が限られているといった課題も残ってい

る。 

 

＊＊＊＊    法人車両走行距離法人車両走行距離法人車両走行距離法人車両走行距離    ＜車両3台内訳＞ （単位：km） 

    

 赤い羽根号 ハイエース フリード 計 

2010年度 11,058 11,965 6,505 29,528 

2009年度 11,260 10,837 8,315 30,412 

 

＊＊＊＊    法人車両走行回数法人車両走行回数法人車両走行回数法人車両走行回数    ＜車両3台内訳＞ 

    

 赤い羽根号 ハイエース フリード 計 

2010年度 788 692 546 2.026 

2009年度 847 712 655 2,214 

 

((((７７７７))))    高次脳機能障害相談窓口高次脳機能障害相談窓口高次脳機能障害相談窓口高次脳機能障害相談窓口    

 

世田谷区高次脳機能障害者支援促進事業を２０１０年度も引き続き受託した。 

４月から３月末日までの相談件数９３件。２０１０年度も、電話相談での情報提供以外はすべ

て面接を実施した。施設内にとどまらず、入院先の病院、自宅への訪問等を行った。 

    当相談窓口に連絡がある相談者は、高次脳機能障害が比較的重度であり、単に相談にとどまら

ず、関係機関との連携や、相談ケースにおける支援体制を作るニーズが多く、退院後のケアプラ

ンを作成することが必要なケースが多くあった。 

    また、世田谷区外からの転入については、区外の機関と連携や情報交換することも必要であっ

た。 

 

①①①①    相談件数相談件数相談件数相談件数    

  

 

  

 

   

②②②②    高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害高次脳機能障害についてについてについてについて啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動（依頼を受けて講演） 

 

    ・帯広 ＮＰＯ法人コロボックル 

    ・神奈川 神奈川リハビリテーション病院 

    ・名古屋 ＮＰＯ法人笑い太鼓 

    ・東京 ＮＨＫフォーラム「高次脳機能障害 最先端治療」 

    ・府中 地域活動支援センターあけぼの 

    ・新宿 ＮＰＯ法人ＶＩＶIＤ 

    ・新潟県 地域活動支援センタースワン 

 電話 面接 合計 

件数 11件 82件 93件 
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  ③③③③    関連機関関連機関関連機関関連機関とのとのとのとの合同会議合同会議合同会議合同会議    

    

    ・世田谷区立総合福祉センター 高次脳機能障害関係施設連絡会 

    ・東京都心身障害者福祉センター高次脳機能障害相談員連絡会 

    ・高次脳機能障害支援普及事業専門リハビリテーションのモデル事業 

 

  ④④④④    連携機関一覧連携機関一覧連携機関一覧連携機関一覧    

    

１    世田谷保健福祉課障害支援担当（5総合支所）    

２    高次脳機能障害者家族会    

３ 国際医療センター 

４ 慈恵医科大学病院 

５ 東京都心身障害者福祉センター地域支援課 

６ 中野区障害者福祉会館 

７ 初台リハビリテーション病院 

８ ありすの杜 

９ れいんぼう川崎 

１０ 桜新町リハビリテーションクリニック 

１１ 河北リハビリテーション病院 

１２ 神奈川リハビリテーション病院 

１３ 国分寺障害者センター 

１４ 成城リハビリテーションクリニック 

１５ 日産厚生会玉川病院 

１６ 世田谷区立総合福祉センター 

１７ 板橋リハビリテーション病院 

１８ 大田区障害者会館 

１９ 兵庫県立リハビリテーション病院 

     

⑤⑤⑤⑤    専門職専門職専門職専門職    講演会実施講演会実施講演会実施講演会実施 

    

テーマ：「高次脳機能障害を画像からみる」 

   会場：世田谷区立総合福祉センター 

   主催：「ケアセンターふらっと」 

   講師：長谷川幹医師、青木重陽医師（神奈川）、野々垣睦美作業療法士（神奈川） 

   参加者：55名 

 

⑥⑥⑥⑥    相談概要相談概要相談概要相談概要    
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((((８８８８))))    実習実習実習実習・・・・研修研修研修研修・・・・見学受見学受見学受見学受けけけけ入入入入れれれれ状況状況状況状況    

    

①①①①    実習実習実習実習    

    

団体名等 人数 

北里大学作業療法学生 １ 

介護体験実習 13（5日間） 

世田谷福祉専門学校 １ 

サービスラーニング学 4 

北里大学作業療法学生 3 

ケアステーション連 1 

合計 23 

 

②②②②    研修研修研修研修    

 

団体名等 

 

人数 

武蔵野ワークセンター大地 1 

三菱東京ＵＦＪ銀行研修 ４（2日間） 

人事院研修 12（5日間） 

チェンマイ大学病院 1 

合計 18 

 

③③③③    見学見学見学見学    
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団体名等 人数 

ＮＨＫ取材 8 

稲城市市議会議員 １ 

自衛隊病院付属看護学校 3 

福岡県ＮＰＯ法人ありんこ 1 

大田区職員 1 

初台リハビリテーション病院 5 

神奈川リハビリテーション病院 10 

府中市地域活動支援センター 2 

世田谷区立総合福祉センター 2 

ＮＰＯ法人名古屋笑い太鼓 3 

島根県職員 1 

大阪府立療育センター 3 

デンマーク研修コーディネーター 1 

社会福祉法人にんじん 3 

名古屋リハビリテーションセンター 1 

堺市職員 5 

合計 50 

(9)(9)(9)(9)    職員研修職員研修職員研修職員研修    

 

研修名 参加人数 備 考 

高次脳機能障害脳損傷リハビリテーションセミ

ナー 
１ 国際治療研究所主催 

シーティング 4 内部研修 

高次脳機能障害支援事業関係職員研修会 １ 
国立障害者リハビリテーショ

ンセンター学院 

社会福祉事業従事者人権研修 1 東京都 

認知症のケアの実践から学ぶ 4 
世田谷区人材育成・研修センタ

ー 

労働基準法等に関する研修会 1 東京都社会福祉協議会 

脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会研究部

会 
17 同学会 

高次脳機能障害の社会的行動障害のある方への

対応と家族支援 
１ 東京都心障センター 

ＯＪＴ研修 2 東京都社会福祉協議会 

音楽運動療法による遷延性意識障害者の治療と

ケアについて 
１ 

全国遷延性意識障害者・家族の

会 

トータルケアマネージメント １ ＮＰＯ法人やわらぎ 

東京都相談支援事業者現任研修 １ 東京都 

呼吸器リハビリテーション 病院から在宅へ向

けて 
3 

区西南部地域リハビリテーシ

ョン支援センター 
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画像カンファレンス 8 内部研修 

高次脳機能障害と回復への支援 1 港区 

社会福祉士実習指導者講習会 1 社団法人日本社会福祉士会 

高次脳機能障害者ガイドヘルパーフォローアッ

プ研修 
1 世田谷区立総合福祉センター 

かながわ地域リハビリフォーラム 1 
神奈川県リハビリテーション

支援センター 

メディカルタウンの住まい方 

最期の日まで家とケアと人と暮らし 
1 30年後の医療の姿を考える会 

東京都サービス管理責任者研修 2 東京都 

救命救急技能研修 10 内部研修 

移乗移動実践塾 8 内部研修 

 

(10)  (10)  (10)  (10)  運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会    

 

「ケアセンターふらっと」が実施している様々な事業運営に関し、その充実と課題の解決に

ついて、以下の運営委員の協力を受け、２０１０年度は３回開催した。 

 

委員名  

芦刈伊世子 あしかりクリニック院長 

小佐野彰 自立の家をつくる会代表 

瓜生 律子 世田谷区保健福祉部障害者地域生活課長 

興梠寛 ボランティア協会理事長 

小深田玲子 国分寺ライフネット管理者 

橋本圭司 国立成育医療研究センターリハビリ科医長 

蓮見宣幸 世田谷区玉川支所保健福祉課障害支援係長 

長谷川幹 桜新町リハビリテーションクリニック院長 

室本修司 ボランティア協会事務局長 

和田敏子 「ケアセンターふらっと」施設長 

  

(11)(11)(11)(11)    ボランティアボランティアボランティアボランティア受受受受けけけけ入入入入れれれれ    

    

ボランティア数  68名  延べ644名 

 

(12)(12)(12)(12)    職員体制職員体制職員体制職員体制    

  

職種 常勤 非常勤 

施設長 1名  

サービス管理責任者（作業療法士1名） 2名  

支援員 4名  

作業療法士（サービス管理者責任者と兼務 1

名） 

2名  

看護師 1名  
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事務 1名  

理学療法士 1名  

言語聴覚士  2名 

リハビリテーション医（嘱託）  1名 

臨時職員 

うち1名清掃で障害者雇用 

 8名 

 

２２２２．「．「．「．「ケアセンターケアセンターケアセンターケアセンターwithwithwithwith」」」」（（（（介護保険介護保険介護保険介護保険    通所介護通所介護通所介護通所介護））））    

 

「ケアセンターwith」は、２００５年に社会福祉法人世田谷ボランティア協会がまとめた在宅サー

ビス事業検討委員会報告書「高次脳機能センターwith」構想に基づき、２００７年３月にオープンし

た。ボランティア協会の特性を踏まえて、制度の狭間にあるニーズに取り組んだ、高次脳機能障害者

への先駆的な事業である。本事業は、「機能を維持する」という視点の施設運営にとどまらず、様々

な意味で「回復」に取り組み、家族を含め、地域に密着したユニークな取り組みを続けている。 

 

((((１１１１))))    運営方針運営方針運営方針運営方針    

 

① 介護保険制度の適用を受ける被保険者で、高次脳機能障害をもつ方に、積極的に地域で充実

した時と場を提供する。  

② 高次脳機能障害について当事者、家族、スタッフ、ボランティアが互いに学びあいながら、

機能回復をめざし、楽しく豊かな生活を共につくる場として運営する。 

③ 利用者の自己選択、自己決定を基本に事業を進める。 

 

(2)(2)(2)(2)    利用定員等利用定員等利用定員等利用定員等    

 

①①①①    利用定員利用定員利用定員利用定員＝1日利用定員10名の範囲で、その日に空きがある場合は、希望される方を受け入れ

ている。 

 

②②②②    利用日利用日利用日利用日 ＝年末年始、日祝日を除き、月曜日から土曜日まで開所日とした。なお、夏季に事務

整理等に当てるために休業日を設けた。 

 

③③③③    利用時間利用時間利用時間利用時間＝基本は９時４５分から１６時だが、利用者の様々なニーズに合わせ、８時から２０

時までケア及び送迎に対応している。 

 

④④④④    ２０１０２０１０２０１０２０１０年度利用状況年度利用状況年度利用状況年度利用状況    

    

 利用日 登録人数 予定人数 利用人数 稼働率 出席率 

2010年度 289日 29名 2485名 2026名 70.1% 82％ 

2009年度 289日 27名 2517名 2158名 74.7% 86％ 

2008年度 289日 26名 2406名 2123名 73.5% 88％ 

    

(3)(3)(3)(3)    利用者状況利用者状況利用者状況利用者状況（2011年 3月 31日現在、単位：人） 
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①①①①    男女別男女別男女別男女別    

 

男 女 合計 

２４ ５ ２９ 

   

②②②②    身体障害者手帳級別身体障害者手帳級別身体障害者手帳級別身体障害者手帳級別    

 

1級 2級 3級 4級 精神 なし 合計 

１４ ７ １ ２ １ ４ ２９ 

 

③③③③    高次脳機能障害状況高次脳機能障害状況高次脳機能障害状況高次脳機能障害状況（複数該当あり）    

 

記憶障害 失語症 注意障害 前頭葉 認知症状 無視 難病 その他 

９ １２ ７ ５ １ １ ２ ３ 

 

  ④④④④    介護度別介護度別介護度別介護度別    

    

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 合計 

３ ９ ８ ７ ２ ２９ 

    

(4)4)4)4)    援助援助援助援助のののの内容内容内容内容 

 

①①①①    基本基本基本基本サービスサービスサービスサービス    

 

基本的サービス内容は、利用者とともに話し合って決めることを基本とし、「ケアセンターふ

らっと」の12年間の経験を踏まえて、以下の4本の柱を中心に置き活動を行った。 

 

アアアア．．．．昼食昼食昼食昼食のののの提供提供提供提供    

 

昼食のメニューは、朝のミーティングの時、利用者の意見を取り入れながら決めた。必要な

食材を買いに利用者と一緒に商店街に行った。いろいろな工夫を一緒に考え、料理活動を行っ

た。またプログラムに応じて、弁当発注（知的障害者の作業所「目黒フードコミュニティ」へ

の発注など）も行った。 

 

イイイイ．．．．外出活動外出活動外出活動外出活動をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした活動活動活動活動のののの充実充実充実充実    

 

四季折々の景色を見に行ったり、ウィンドウショッピングに出かけたり、時には昔なじみの

喫茶店でお茶をしたり、絵画や伝統工芸などの文化教養に触れたりと、楽しい「とき」と「空

間」をみんなで共有した。季節を感じながら食事をみんなで楽しむことを目的に外食に出かけ

ることもあった。主な外出先は、羽田国際線ターミナル・横浜中華街・サントリー美術館・フ

ジフィルムスクエア・三溪園・江戸東京博物館など。室内では、パソコン活動・料理活動を中

心として利用者からの希望を実施できるように環境を整えた。利用者が企画するプログラムで

は、「海釣り」を横浜・本牧海釣り施設にて実施して好評を得た。 
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ウウウウ．．．．機能保持活動機能保持活動機能保持活動機能保持活動    

    

医師や作業療法士、言語聴覚士と連携を取りながら、機能の維持と回復を日常生活を通じて

提案し、事業所の活動においてもトレーニングの機会を提供した。また、嘱託医と共に保健相

談を実施した。 

 

エエエエ．．．．社会関係社会関係社会関係社会関係づくりづくりづくりづくり    

 

高次脳機能障害の理解を広げ、豊かな生活を送るために、「ケアセンターwith」を拠点にし

て、様々な人と交わる試みを行った。利用者と様々な形でかかわるボランティアは、スペース

に限りがあるため、少しずつ受け入れた。また利用者自らがボランティアをキーワードに、主

役となって社会参加することを徐々に展開した。 

＊ 土曜日夕方より「サタディ with café」を３回開催した。当事者、その家族、ボランテ

ィア、スタッフで様々な企画を立案し、積極的に当事者が主体となって地域に発信するプロ

グラムを実施した。内容：小泉清人ギターライブ、哀愁ぼぅいずライブ、利用者家族の交流

会など 

＊ 玉川福祉フェスティバルに、模擬店で参加した。 

＊ 商店会に加盟し、交流が深まってきた。「ケアセンターwith」の認知度アンケートを行った

ところ、６割の商店から知っているとの回答を得た。 

＊ 商店会主催餅つき大会に参加した。 

＊ 九品仏地区社会福祉協議会の方と利用者の方々と座談会を開いた。 

＊ 近所のご高齢の方々向けに「サロン de with」を開催した。 

＊ せたがや区民福祉学会にて、活動の成果を利用者の方々と一緒に発表した。 

    

②②②②    個別的個別的個別的個別的サービスサービスサービスサービス    

 

ア．介護保険制度の枠にとどまらず、個人の生活を可能な限り援助する視点から、個別ニーズに

も応じた。個人の目的に沿った時間延長、個別相談、機能訓練など、高次脳機能障害の特性を

考慮に入れたサービス提供を行った。 

イ．連絡帳をつくり、その日の活動風景をデジカメで写して貼り、記憶の想起手段、失語症の表

現の補助道具として活用した。 

ウ．リハビリを目的とした入浴の希望がある場合、可能な限りシャワー浴で対応した。 

 

(5)(5)(5)(5)    送迎送迎送迎送迎    

 

日産セレナ（２００８年６月に全額自費購入）に日産キャラバン（２００９年３月に日本財団よ

り助成を受け購入）を運行し、送迎体制・所外活動を充実させた。運転業務はスタッフが行ってい

る。２０１０年度から運転業務専門の非常勤スタッフを雇用した。 

（単位：km） 

 タウンエー

ス 

キャラバン セレナ（新） ｷｬﾗﾊﾞﾝ（新） 計 

2010年度 － － 12,709 16,377 29,086 

2009年度 廃車 廃車 15,668 18,260 33,928 

2008年度 2,025 15,852 14,623 67 32,567 
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(6)(6)(6)(6)    実習実習実習実習・・・・研修研修研修研修・・・・見学受見学受見学受見学受けけけけ入入入入れれれれ状況状況状況状況    

 

①①①①    実習実習実習実習    

 

団体名等 人数 

世田谷福祉専門学校 ９ 

サービスラーニング学 ３ 

深沢中学（職場体験実習） １ 

合 計 １３ 

 

②②②②    研修研修研修研修    

 

団体名等 人数 

東京三菱UFJ銀行 ３ 

合 計 ３ 

 

③③③③    見学見学見学見学    

 

団体名等 人数 

東京ウチダシステム ２ 

民間介護施設紹介センター  １ 

はんぷ会 １ 

さくらケアサポート １ 

玉堤つどいの家職員 １ 

成城リハビリテーションクリニック ２ 

ハッピー尾山台 ２ 

九品仏生活実習所父母会 ３ 

ハッピー用賀 １ 

老後を幸せにする会 １ 

ソフィアケアプラン自由が丘 １ 

臨床美術士 １ 

九品仏地区社会福祉協議会 ６ 

九品仏地区民生委員 ２ 

奥沢７・８丁目自治会 １ 

街づくりハウス １ 

玉川総合支所保健福祉課 １ 

産能大学教授＆学生 ２ 

菊池春雄（カメラマン） ２ 

柴本礼 １ 

合 計 ３３ 
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(7)(7)(7)(7)    職員研修職員研修職員研修職員研修    

    

①①①①    外部研修会外部研修会外部研修会外部研修会・・・・勉強会勉強会勉強会勉強会    

    

・ 第１回脳損傷者ケアリングコミュニティ学会島根大会 

・ 世田谷区高次脳機能障害者関係施設担当者会議 

・ 全国老人デイケア研究大会 

・ 保健所主催食品中毒予防研修 

・ 福祉事業団専門研修「認知症への対応」 

・ 脳損傷ケアリングコミュニティ学会実践塾 

・ 高齢者施設管理者研修「虐待防止研修」  

 

②②②②    内部研修内部研修内部研修内部研修    

    

・ 福祉事業部全体ミーティングにて職場内研修（倫理） 

・ 福祉事業部職員研修 救命救急研修 

・ 画像コンサルテーション研修 

 

(8)(8)(8)(8)    ボランティアボランティアボランティアボランティア受受受受けけけけ入入入入れれれれ    

 

ボランティア数 ６１名   男性 １２名 ／ 女性 ４９名   

 

(9)(9)(9)(9)    職員体制職員体制職員体制職員体制    

  

職種 常勤 非常勤 

施設長 １名  

介護職員 １名  

相談員（兼務） ２名  

作業療法士（兼務） １名  

言語聴覚士  １名 

リハビリテーション医  １名 

臨時職員（介護職員）  ５名 

 

 

３３３３．「．「．「．「ケアステーションケアステーションケアステーションケアステーション連連連連」」」」    

（（（（①①①①介護保険介護保険介護保険介護保険    訪問介護事業訪問介護事業訪問介護事業訪問介護事業、、、、②②②②障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法    居宅介護事業居宅介護事業居宅介護事業居宅介護事業・・・・重度訪問介護事業重度訪問介護事業重度訪問介護事業重度訪問介護事業、、、、③③③③移動支援事移動支援事移動支援事移動支援事

業業業業、、、、④④④④自由契約自由契約自由契約自由契約によるによるによるによる事業事業事業事業））））    

 

第１号被保険者や高次脳機能障害などの第２号被保険者に対する介護保険事業、障害者(児)に対す

る自立支援法事業、自由契約利用者などに対してのサービスなどを、引き続いて実施した。 

自立支援法の中の地域支援事業である移動支援に関しては、利用者数および利用時間もが２００９

年度に比べ増加傾向にある。移動支援の中では、世田谷区独自事業である「高次脳機能障害者移動支

援」において、２０１０年度も新たに４名の登録ヘルパーが「高次脳機能障害ガイドヘルパー資格」

を取得し、合計２８名の登録ヘルパーが、高次脳機能障害者の移動支援事業を積極的に担った。更に、
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フォローアップ研修でもその成果を報告し制度上の課題等も提言した。 

 

(1)(1)(1)(1)    運営方針運営方針運営方針運営方針    

 

その心身の状況、置かれている環境等に応じ、住みなれた地域で、その方らしい自立した日常生

活を営むことができるように関係機関とも連絡を密に取り支援した。多岐にわたる身体や障害状況

に応じた支援と、利用者のみならず家族への支援を積極的に行った。 

また、ヘルパーミーティングを定期的に開催し、支援への理解を深め、問題の解決、情報の共有

化、スキルアップ、ヘルパー同士の交流に心がけた。連絡を密に取る 

 

(2)(2)(2)(2)    2020202010101010 年度利用状況年度利用状況年度利用状況年度利用状況    

    

利用者数（単位：人） 訪問介護提供時間数（単位：時間） 

  介護保険 自立支援法 移動支援 自由契約 月合計 介護保険 自立支援法 移動支援 自由契約 月合計 

4月 24 30 16 8 78 365.5 661 156.5 126 1309 

5月 22 31 17 8 78 333.5 658 148.5 111 1251 

6月 22 30 17 9 78 337.5 711 137 83.5 1269 

7月 21 30 17 8 76 352.5 724 172.5 48.5 1297.5 

8月 23 27 17 9 76 338.5 624 152.5 57 1172 

9月 23 29 17 8 77 376.5 690.5 150.5 53.5 1271 

10月 24 29 18 9 80 383.5 708 206 65 1362.5 

11月 23 30 17 10 80 335 682 172 116 1305 

12月 20 28 17 10 75 295.5 657.5 172.5 126 1251.5 

1月 21 28 17 10 76 238 665.5 147 100.5 1151 

2月 18 28 18 8 72 227.5 667 145 111.5 1151 

3月 20 27 19 8 74 303 750 172 111.5 1336.5 

合計 261 347 207 105 920 3886.5 8198.5 1932 1110 15127 

 

(3)(3)(3)(3)    利用者利用者利用者利用者のののの状況状況状況状況（2011年 3月末、単位：人） 

 

①①①①    介護保険介護保険介護保険介護保険 31名 

 

アアアア．．．．年齢年齢年齢年齢・・・・男女別男女別男女別男女別    

    

  

40歳 

～ 

45歳 

～ 

50歳 

～ 

55歳 

～ 

60歳 

～ 

65歳 

～ 

70歳 

～ 

75歳 

～ 

80歳 

～ 

85歳 

～ 

90歳 

～ 

合計 

男性 0 0 2 2 3 12 2 1 0 0 0 22 

女性 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 9 

合計 0 0 2 3 4 13 3 3 1 0 2 31 

 

イイイイ．．．．介護度別介護度別介護度別介護度別    
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要介護１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 要支援 合計 

2 5 4 6 14 0 31 

 

ウウウウ．．．．被保険者区分別被保険者区分別被保険者区分別被保険者区分別    

    

第１号 第２号 合計 

22 9 31 

 

エエエエ．．．．地域別地域別地域別地域別    

    

地域 世田谷 玉川 砧 北沢 烏山 渋谷区 合計 

人数 10 11 2 3 3 2 31 

 

②②②②    自立支援法自立支援法自立支援法自立支援法    60名    

 

アアアア．．．．利用利用利用利用サービスサービスサービスサービス（複数のサービスを併用も含む） 

    

居宅介護 重度訪問介護 移動支援 合計 

33 3 26 62 

 

イイイイ．．．．年齢年齢年齢年齢・・・・男女別男女別男女別男女別    

    

  

0歳 

～ 

10歳 

～ 

20歳 

～ 

30歳 

～ 

40歳 

～ 

50歳 

～ 

60歳 

～65歳 合計 

男性 0 6 7 6 12 7 3 41 

女性 0 2 6 5 3 3 0 19 

合計 0 8 13 11 15 10 3 60 

 

ウウウウ．．．．地域別地域別地域別地域別    

    

地域 世田谷 玉川 砧 北沢 烏山 渋谷区 合計 

人数 27 14 5 10 1 3 60 

 

③③③③    自由契約自由契約自由契約自由契約    11名    

 

年齢年齢年齢年齢・・・・男女別男女別男女別男女別    

  

20歳 

～ 

30歳 

～ 

40歳 

～ 

50歳 

～ 

60歳 

～ 

70歳 

～ 合計 

男性 0 1 1 0 3 0 5 

女性 0 3 0 1 0 2 6 

合計 0 4 1 1 3 2 11 
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(4)(4)(4)(4)    業務内容業務内容業務内容業務内容    

    

① 訪問介護サービス(介護保険)  

② 居宅介護サービス(自立支援法) 

③ 重度訪問介護事業（自立支援法） 

④ 移動支援事業 

⑤ 自由契約による在宅介護サービス 

⑥ 請求に関すること（介護報酬・自立支援法報酬・自由契約） 

⑦ 相談・苦情処理業務 

⑧ 「サービスラーニング学」の講師 

⑨ 専門学校生(世田谷福祉専門学校)やサービスラーニング学受講生の実習受け入れ 

 

(5)(5)(5)(5)    職員研修職員研修職員研修職員研修    

    

①①①①    外部研修会外部研修会外部研修会外部研修会    

    

・ 高次脳機能障害相談支援研修会 

・ 区西南地域リハビリテーション支援センター講演会「リハ医療に関する2010年診療報酬改定」 

・ 輝くいのちを抱きしめて ～認知ケアの実践から学ぶ～（世田谷区社会福祉事業団主催） 

・ 世田谷区高次脳機能障害者ガイドヘルパー養成講座の受講（4 名資格取得）、世田谷区高次脳

機能障害者ガイドヘルパー（フォローアップ研修） 

・ 介護サービス事業管理者高齢者権利擁護研修（東京都福祉保険財団主催） 

・ 他多数の研修に参加。 

 

②②②②    内部研修内部研修内部研修内部研修        

    

・ ポイント研修（新型インフルエンザ等感染症など） 

・ 移乗移動実践塾 

・ 画像コンサルテーション 

・ 介護技術研修、新人職員研修 

・ 公開研修・救命救急講習 

・ メンタルヘルス研修 

・ 訪問介護（ヘルパー業務）における緊急対応について 

 

((((６６６６))))    職員体制職員体制職員体制職員体制    

    

職種 常勤 非常勤 

管理者（サービス提供責任者） １名  

サービス提供責任者 ２名  

ケアスタッフ  ３１名 

（内訳）介護福祉士  ７名 

    ヘルパー１級（看護師）  １名 

    ヘルパー２級  ２３名 

４４４４．「．「．「．「ケアケアケアケア相談相談相談相談センターセンターセンターセンター結結結結」（」（」（」（介護保険介護保険介護保険介護保険    居宅介護支援事業居宅介護支援事業居宅介護支援事業居宅介護支援事業））））    
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        ２０１０年度も各福祉事業と連携を取りながら、地域における個々のニーズに可能な限り応じ、暮

らしを支援した。特に２０１０年度は、保健福祉課からの対応が困難なケースについての相談、ケア

マネージメント依頼の件数が多かった。 

 

    ((((１１１１))))    運営方針運営方針運営方針運営方針    

    

        介護保険法に基く、要介護認定を受けた利用者に対して、個々の解決すべき課題や心身の状況やお

かれている環境等に応じた「利用者によるサービスの選択」と「保健・医療・福祉サービスの総合的・

効果的な提供」を行うため、適正な居宅サービス計画及びマネージメントを展開した。 

 

 ((((2222))))    2010201020102010 年度利用状況年度利用状況年度利用状況年度利用状況    

    

①①①①    居宅居宅居宅居宅サービスサービスサービスサービス提供者提供者提供者提供者のののの状況状況状況状況（（（（年間年間年間年間））））    

    

計画対象者数計画対象者数計画対象者数計画対象者数       実績対象者数実績対象者数実績対象者数実績対象者数      

  男 女 計    男 女 計 

要介護１ 21 11 32  要介護１ 18 11 29 

要介護２ 84 53 137  要介護２ 35 38 73 

要介護３ 104 29 133  要介護３ 75 13 88 

要介護４ 86 42 128  要介護４ 60 26 86 

要介護５ 130 50 180  要介護５ 98 40 138 

 合 計 425 185 610   合 計 286 128 414 

  

②②②②    認定調査実績状況認定調査実績状況認定調査実績状況認定調査実績状況    

 

月数 
4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10 

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 
合計 

世田谷 1 4 4 0 8 0 0 0 4 3 0 0 24 

他 区 1 0 0 1 3 1 2 1 0 2 1 1 13 

計 2 4 4 1 11 1 2 1 4 5 1 1 37 

  

(3)(3)(3)(3)    利用者利用者利用者利用者のののの状況状況状況状況（2010年 3月末、単位：人） 

 

①①①①    年齢年齢年齢年齢・・・・男女別男女別男女別男女別    

 

  
～59

歳 

60～

64歳 

65～

69歳 

70～

74歳 

75～

79歳 

80～

84歳 

85～

89歳 

90歳

～ 
合計 

男 5 4 10 1 0 1 0 1 22 

女 1 3 0 0 1 2 0 3 10 

合計 6 7 10 1 1 3 0 4 32 
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②②②②    被保険者区分被保険者区分被保険者区分被保険者区分・・・・男女別男女別男女別男女別    

    

  男 女 計 

第１号被保険者 13 6 19 

第２号被保険者 9 4 13 

 合 計 22 10 32 

    

③③③③    地域地域地域地域・・・・男女別男女別男女別男女別    

    

  男 女 計 

世田谷区 21 10 31 

渋谷区 1 0 1 

 合 計 22 10 32 

    

((((４４４４) ) ) ) 業務内容業務内容業務内容業務内容    

    

① 要介護状態にあり、ケアが難しい高齢者及び第２号被保険者に対し、適正な介護保険計画及び

マネージメントを提供した。 

  ② 居宅サービス計画の作成を行った。 

  ③ 介護保険に関する利用申請の代行を行った。 

  ④ ケアに関するあらゆる相談、関係機関とコーディネーションを行った。 

  ⑤ 介護保険の認定調査を行った。 

  ⑥ 高次脳機能障害をもつ当事者及び家族の相談窓口として、介護保険制度に関する情報提供を積

極的に行った。 

  ⑦ 相談業務に関しては、「ケアセンターふらっと」と連携して行った。実績は「ケアセンターふ

らっと」の相談業務に含まれている。 

 

((((５５５５))))    職員研修職員研修職員研修職員研修    

    

①①①①    外部研修外部研修外部研修外部研修・・・・勉強会勉強会勉強会勉強会    

 

・ 区内関連機関との勉強会 

・ 介護支援専門員研修会 

・ 認定調査研修会 

 

  ②②②②    内部研修内部研修内部研修内部研修    

    

・ 画像コンサルテーション 

・ 救命救急法 

・ カンファレンスの開催等 

 

((((６６６６))))    職員体制職員体制職員体制職員体制    
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職種 常勤 

管理者（介護支援専門員） １ 

介護支援専門員８常勤２名は兼務） ２ 

 

５５５５．「．「．「．「サービスラーニングサービスラーニングサービスラーニングサービスラーニング学学学学」」」」    

 

福祉事業部が広く地域支援活動から得た人材と、これまで培った技術を多くの人たちとわかちあい、

学び合う研修事業を実施した。参加者は 2009 年度より少ない８名であったが、作業療法士、理学療

法士等職員がひとりひとりに丁寧な指導を行うことができた。また公開講座とした講座には多くの現

場職員の方々が集まり研鑽を深める場を提供することができた。 

  

(1)(1)(1)(1)        東京都訪問介護員養成研修事業東京都訪問介護員養成研修事業東京都訪問介護員養成研修事業東京都訪問介護員養成研修事業    

    

①①①①     実習時期実習時期実習時期実習時期    ：：：：    ２０１０年10月２５日～２０１１年２月２８日       

②②②②     講座参加人員講座参加人員講座参加人員講座参加人員    ：：：：    ８名（男４名・女４名）       

③③③③    研修日程研修日程研修日程研修日程     

    研修日時 科目 講師名      

    10月 25日 18：45～20：45 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰの職業倫理 村田 次則   

    10月 27日 18：30～21：30 高齢者・障害者(児）の心理 野々垣 睦美   

    10月 29日 18：30～21：30 福祉理念とｹｱｻｰﾋﾞｽの意義 藤井 か代子   

    10月 30日 13:00～16：00 ｻｰﾋﾞｽ提供の基本視点 和田 敏子   

    11月 1日 18：30～21：30 高齢者保健福祉の制度とｻｰﾋﾞｽ 瓜生 律子   

    11月 5日 18：30～21：30 障害者(児）福祉の制度とｻｰﾋﾞｽ 蓮見 宣幸   

    11月 6日 13:00～16：00 障害・疾病の理解(生活者支援） 川辺 循   

    11月 8日 18：30～21：30 高齢者・障害者等の家族の理解  高波 朋子   

    11月 10日 18：30～21：30 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ概論 今井 雅子   

    11月 12日 18：30～21：30 障害・疾病の理解(心理学的理解） 和田 敏子   

    11月 13日 13:00～16：00 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療の基礎知識 粳間 剛   

    11月 13日 16：15～18：15 障害・疾病の理解(医学的理解） 粳間 剛   

    11月 15日 18：30～21：30 医学の基礎知識Ⅰ 小倉 亮子   

    11月 17日 18：30～21：30 在宅看護の基礎知識Ⅰ 片岸 美佳   

    11月 19日 18：30～21：30 介護概論 今井 雅子   

    11月 20日 13:00～17：00 住宅・福祉用具に関する知識 青木 量二   

    11月 22日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅰ 橘  右介   

    11月 24日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅱ 橘  右介   

    11月 26日 18：30～22：00 介護事例検討 今井 雅子   

    11月 27日 9：00～13：00 共感的理解と基本的態度の形成 石川 治江   

    11月 29日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅲ 橘  右介   

    12月 1日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅳ 橘  右介   
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    12月 3日 18：00～22：00 相談援助とｹｱ計画の方法 辻川 彰   

    12月 4日 9：00～13：00 家事援助の方法 大城 英代   

    12月 4日 14：00～17：00 ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ体験学習 大城 英代   

    12月 6日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅴ 中島 明子   

    12月 8日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅵ 橘  右介   

    12月 10日 18：30～21：30 ｹｱ計画の作成と記録、報告の技術Ⅰ 城田 直己   

    12月 11日 13：00～16：00 基本介護技術Ⅶ 橘  右介   

    12月 13日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅷ 橘  右介   

    12月 15日 18：30～21：30 基本介護技術Ⅸ 橘  右介   

    12月 17日 18：30～20：30 ｹｱ計画の作成と記録、報告の技術Ⅱ 城田 直己   

    12月 17日 20：30～21：30 実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 植田 祐二   

    12月 18日 13：00～16：00 基本介護技術Ⅹ 橘  右介      

    ＊＊＊＊実習先実習先実習先実習先：：：： 特別養護老人ホーム博水の郷・ケアステーション連・ケアセンターふらっと         

          ・ケアセンターwith             

                   

((((2222) ) ) )       東京都障害者東京都障害者東京都障害者東京都障害者((((児児児児))))居宅介護従業者養成研修等事業居宅介護従業者養成研修等事業居宅介護従業者養成研修等事業居宅介護従業者養成研修等事業    

    

①①①①    実習時期実習時期実習時期実習時期：：：：２０１０年１０月２５日～２０１１年２月２８日   

②②②②    講座参加人員講座参加人員講座参加人員講座参加人員    ：：：：    ８名（男４名・女４名）   

        ③③③③     研修日程研修日程研修日程研修日程        （１）と同じ      

       

((((３３３３))))    公開講座公開講座公開講座公開講座((((上記講座上記講座上記講座上記講座のののの一部一部一部一部））））             参加人員：２２名      

       

((((４４４４))))    養成研修修了後養成研修修了後養成研修修了後養成研修修了後のののの受講生受講生受講生受講生のののの動向動向動向動向        「ケアステーション連」にて１名がヘルパー登録      
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．組織推進組織推進組織推進組織推進    

２０１０年度は、ボランティアセンターおよび各ビューローにおける器具什器の転倒防止対策を進

めた。また、財務検討委員会を設置して協会の財務基盤確立に向けた検討を行うとともに、ボランテ

ィア・市民活動推進部と協力してバザー売上等の自主財源の増加に努めた。また、職員の職務等級の

整備、昇格基準の策定、職員研修の体系化の準備等に取り組んだ。 

    

１１１１．．．．組織運営組織運営組織運営組織運営    

    

 理事会、評議員会、常任理事会等を開催し、円滑な法人運営に努めた。また、理事・監事・評議

員の任期が、２０１０年９月３０日をもって２年間の任期が満了することから、理事会において評

議員の選任、評議員会において理事および監事の選任を行うとともに、新しい任期の理事の互選に

より理事長、副理事長等の選任を行った。 

    

(1)(1)(1)(1)    理事会理事会理事会理事会    

    

回数 開催日 審議事項 

第１回 5月 28日 ① ２００９年度事業報告・決算報告について 

② ２０１０年度第１次補正予算について 

第2回 9月 29日 ① 任期満了に伴う評議員の選任について 

② 訪問介護事業所「ケアステーション連」の自由契約による事業を公益事業と

して開始する件について 

③ 定款の変更について 

④ 経理規程の変更について 

⑤ 第２次補正予算について 

⑥ 育児休業等に関する規則の変更について 

第3回 9月 29日 ① 理事の任期満了に伴う理事長の互選について 

② 理事の任期満了に伴う副理事長等の互選について 

第4回 10月 13日 ① 協会設立３０周年記念事業の計画について 

第5回 3月 30日 ① ２０１０年度第３次補正予算について 

② ２０１１年度事業計画・予算について 

③ 臨時職員就業規則の変更について 

④ 登録ホームヘルパー就業規則の変更について 

⑤ 介護休業等に関する規則の変更について 

⑥ 職員旅費規程の変更と職員旅費規程細則および細則別図の廃止について 

    

 (2) (2) (2) (2)    評議員会評議員会評議員会評議員会    

        

回数 開催日 審議事項 

第１回 5月 28日 ① ２００９年度事業報告・決算報告について 

② ２０１０年度第１次補正予算について 

第2回 9月 22日 ① 任期満了に伴う理事及び監事の選任について 

② 訪問介護事業所「ケアステーション連」の自由契約による事業を公益事業と

して開始する件について 
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③ 定款の変更について 

④ 経理規程の変更について 

⑤ 第２次補正予算について 

⑥ 育児休業等に関する規則の変更について 

第3回 10月 13日 ① 協会設立３０周年記念事業の計画について 

第4回 3月 24日 ① ２０１０年度第３次補正予算について 

② ２０１１年度事業計画・予算について 

③ 臨時職員就業規則の変更について 

④ 登録ホームヘルパー就業規則の変更について 

⑤ 介護休業等に関する規則の変更について 

⑥ 職員旅費規程の変更と職員旅費規程細則および細則別図の廃止について 

⑦ 理事の選任について 

    

(3)(3)(3)(3)    常任理事会常任理事会常任理事会常任理事会    

 

法人の日常的な事業運営について審議するため、理事長、副理事長、常務理事で構成し、事務

局からは事務局長、各部長等が出席して、月に１回定期的に開催した。    

    

(4)(4)(4)(4)    法人連絡会法人連絡会法人連絡会法人連絡会 

 

各事業間の情報共有と事業執行上の課題を協議するため、理事長、事務局長、各部長で構成し、

月に１回定期的に開催した。 

 

(5)(5)(5)(5)    衛生衛生衛生衛生委員会委員会委員会委員会 

 

産業医の指導のもと、労働災害の防止と快適な職場環境の整備を図り、職員の安全と健康を確

保するため、定期的に委員会を開催した。 

また、２０１０年度は職員研修に取り組み、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作方法を含め

た普通救命講習と、うつ病に関するメンタルヘルス研修を実施し、多数の職員が参加した。(下記

の「(８) 研修への参加」を参照)。普通救命講習は、今後も毎年実施して、３年間ですべての職

員の受講を目指すこととした。 

 

区 分 選任区分 氏  名 所    属 

委員長 統括管理補助者 室本 修司 事務局長 

委 員 産業医 藤田 和丸 藤田医院院長 

〃 衛生管理者 和田 敏子 福祉事業部長 

〃 衛生管理者 赤井 充也 組織推進部長 

〃 衛生経験 今井 雅子 福祉事業部「ケアステーション連」職員 

〃   〃 阿部 紀夫 ボランティア・市民活動推進部職員 

〃   〃 今関 将弥 組織推進部職員 
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2222．．．．事務局運営事務局運営事務局運営事務局運営    

    

((((１１１１))))    活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点のののの防火防火防火防火・・・・防災対策防災対策防災対策防災対策のののの強化強化強化強化（（（（重点目標重点目標重点目標重点目標））））    

    

①①①①    防災設備防災設備防災設備防災設備のののの改善改善改善改善    

    

        地震に備えボランティアセンター各ビューロー内の書庫やロッカーなどの器具什器に転倒防

止対策を施した。その結果、３月１１日の東日本大震災の際に、器具什器の転倒はなく、ほと

んど被害は出なかった。 

 ＊＊＊＊主主主主なななな転倒防止対策転倒防止対策転倒防止対策転倒防止対策    

   重ねた書庫の上下連結、隣接した書庫の連結、壁や床面に固定可能な場所は書庫等を金具

で固定、ガラス戸に飛散防止フィルムを貼付、食器棚の観音扉にかんぬきを設置、スチール

棚に置いてある荷物の飛出し防止ベルト設置等 

    

②②②②    防災防災防災防災・・・・防火訓練防火訓練防火訓練防火訓練のののの強化強化強化強化    

 

地震・火災等の災害に備えて、各活動拠点における防災・防火訓練の内容の向上を図った。 

 

実施日 訓練項目 実施場所 参加団体 参加人数 

12月 10日 

 

避難訓練 

 

パーム 

下馬 

ボランティアセンター、ケアセンタ

ーふらっと、下馬福祉工房、プレー

パークせたがや 

３０名 

 

2月 3日 

 

避難訓練 

 

梅丘ビュ

ーロー 

梅丘ビューロー 

 

９名 

 

2月 15日 消火訓練（世田谷消防署に

水消火器を用いた消火訓

練の出張指導を依頼） 

パーム 

下馬 

ボランティアセンター、梅丘・代田

各ビューロー、ケアセンターふらっ

と、下馬福祉工房 

１８名 

3月 22日 総合訓練（避難訓練と消火

訓練） 

パーム 

下馬 

ボランティアセンター、梅丘ビュー

ロー、ケアセンターふらっと、下馬

福祉工房、プレーパークせたがや 

８１名 

    

(2)(2)(2)(2)        職員研修計画職員研修計画職員研修計画職員研修計画のののの策定策定策定策定（（（（重点目標重点目標重点目標重点目標））））    

 

職員研修計画の内、福祉事業部においては介護担当職員のスキルアップ研修等に積極的に取り

組んだ結果、介護職員処遇改善交付金におけるキャリアパス要件を満たすことができた。また、

新人職員研修や管理職研修等に関して、世田谷区内にある社会福祉法人から研修実施内容につい

て聞き取りを行うなど、ボランティア協会における職層に応じた職員研修の体系化の準備を行っ

た。 

 

((((３３３３)  )  )  )  ３０３０３０３０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業のののの準備準備準備準備    

    

   第３回評議員会と第４回理事会で、ボランティア協会の３０周年記念事業の計画について協議

を行うとともに、事務局においては各部が協力して準備作業を進めている。主たる記念事業と式

典は、２０１１年１１月６日（日）に北沢タウンホールにて行うこととなった。また、それに向
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けて２０１１年春頃からプレ企画を開始することを計画していたが、東日本大震災への対応を優

先している。 

 

((((４４４４))))    「「「「ケアステーションケアステーションケアステーションケアステーション連連連連」」」」のののの自由契約事業自由契約事業自由契約事業自由契約事業のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ    

    

「ケアステーション連」の自由契約に基づく事業の位置付けに関して、東京都との協議により、

公益事業として定款に記載することとなり、第２回評議員会と第２回理事会で定款および経理規程

の変更と補正予算の承認を受けた。 

 

((((５５５５))))    職務等級職務等級職務等級職務等級のののの整備整備整備整備とととと昇格基準昇格基準昇格基準昇格基準のののの策定策定策定策定    

    

介護職員処遇改善交付金におけるキャリアパス要件等に対応するため、現在の職位と給与の等

級が一致するよう整備した。また、２００９年度から人事考課を本格実施するとともに、職務等

級の昇格基準を策定した。 

 

((((６６６６))))    規程類規程類規程類規程類のののの整備整備整備整備    

    

現行法令および準拠すべき基準に則って、各就業規則、育児休業・介護休業等に関する規則、職員

旅費規程等を変更し、各評議員会および理事会で承認を受けた。 

 

((((７７７７))))    ２００９２００９２００９２００９年度年次報告書年度年次報告書年度年次報告書年度年次報告書のののの作成作成作成作成    

    

① ２００９年度年次報告書を４００部発行 

② 協会のホームページに抜粋を掲載 

③ 「セボネ」１０月号に抜粋を掲載 

    

((((８８８８))))    研修研修研修研修へのへのへのへの参加参加参加参加    

    

①①①①    外部研修外部研修外部研修外部研修    

    

実施日 内   容 参加者数 

５月１３日 東京都社会福祉協議会主催「経営実務研修～人事労務管理編、改

正育児・介護休業法に関する研修会」 

職員１名 

 

７月２０日 東京都福祉保健局主催「社会福祉事業従事者人権研修」 職員１名 

１０月２１日 

 

東京社会保険協会主催「雇用保険の仕組みと給付・６０歳からの

雇用と社会保険講習会」 

職員１名 

１０月２７日 

 

社会福祉法人協議会主催「経営者セミナー～環境変化に対応する

次世代リーダーの輩出のために」 

職員１名 

1月１９日 

 

東京都主催「社会福祉法人役員研修会」 

 

理事１名 

（事務局長） 

１月２６日 

 

世田谷年金事務所主催「年金委員事務研修会～年金の給付及び請

求手続き等」 

職員１名 

２月７日 渋谷公共職業安定所主催「高年齢者雇用管理セミナー」 職員１名 
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②②②②    内部研修内部研修内部研修内部研修    

    

実施日 内   容 参加者数 

７月１２日 世田谷消防署の指導による普通救命講習会（ＡＥＤ操作方法等） 職員３８名 

８月 ５日 メンタルヘルス研修会「職場のメンタルヘルスとうつ病」 職員３９名 

    

((((９９９９))))    職員定期健康診断職員定期健康診断職員定期健康診断職員定期健康診断のののの実施実施実施実施    

 

安全衛生管理規程に基づき、職員定期健康診断を実施した。 

 

実施時期 実施機関 受診人数 

7月～2月 社会保険新宿健診センターもしくは世田谷区保健センター ３４名 

        

(10)  (10)  (10)  (10)  職員体制職員体制職員体制職員体制    

 

常  勤  ：組織推進部長 １名、給与・庶務担当 １名 

臨時職員 ：会計担当 １名（週５日） 

    

3333．．．．財政運営財政運営財政運営財政運営    

    

(1)(1)(1)(1)    財務検討委員会財務検討委員会財務検討委員会財務検討委員会のののの設置設置設置設置（（（（重点目標重点目標重点目標重点目標）））） 

 

協会の財務経営の新たな指針や安定した財務基盤作り等について検討するため、理事、評議員、

監事、ささえる会世話人等をメンバーとして、財務検討委員会を設置し、６回の委員会を開催し

た。現在、草案を作成中である。 

  ＊＊＊＊財務検討委員会委員財務検討委員会委員財務検討委員会委員財務検討委員会委員：興梠寛、横山康博、味岡尚子、澤畑勉、星野弥生、秋吉哲也 

矢郷恵子、金子浩、室本修司、和田敏子、中家由紀子、赤井充也 

 

((((２２２２))))    自主財源拡大自主財源拡大自主財源拡大自主財源拡大のためのとりくみのためのとりくみのためのとりくみのためのとりくみ    

 

 ボランティア・市民活動推進部と協力し、ボランティアセンターの周辺地域の町会や幼稚園等

にバザーの広報への協力を依頼した結果、来場者数が増え、年度後半のボランティアセンターでの

バザー売り上げの増加につながった。 

 


