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これまで「お互いに顔の見える関係づくり」を基本理念として、地域では様々な取り組みを行って

きました。第 3 回目となる今回は、新しい取り組みや既存の活動を発展させた活動等の事例を取り

上げます。新たな視点から「地域のつながり」について一緒に考えましょう。 

 

【日 時】2 月15 日（土） 10:00～11:45（受付開始 9:30） 

【場 所】国分寺 L ホール（国分寺市南町 3-20-3 国分寺駅ビル 8 階） 

【ファシリテーター】山本 美香 氏（東洋大学 ライフデザイン学部 准教授） 

【パネリスト】東京経済大学ボランティアサークル「Clover」 

らぶんじ「まちのしごとづくりプロジェクト」 

国分寺モリタテ会 

【対 象】どなたでもどうぞ  

【参 加 費】無料 

【定 員】100 名（事前のお申込みは不要です。当日直接会場にお越しください。） 

【備 考】手話通訳あり。親子スペースあり。 

詳しくは、当センターの HPをご確認ください。 

【問 合 せ】ボランティア活動センターこくぶんじ 
 

※2 月 15 日（土）ボランティア活動センターは臨時休館いたします。 

    今号の見出し 
P.1………ここねっとシンポジウム 

P.2………ボランティア募集情報、ここねっと助成 

P.3………インタビュー 

P.4………体験レポート 

P.5………入門講座、登録団体ガイド 

P.6………助成金情報、編集後記 

 

 
平成 26 年 

新年あけまして おめでとうございます 
 

年 始 の 窓 口 ご 案 内 
 

ボランティア活動センターは、12 月 28 日（土）から 1 月 5 日（日）までお休みをいただき、 

1 月 6 日（月）より業務を開始いたします。本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。 
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詳細はボランティア活動センターまでお問い合わせください。TEL：042-300-6363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通院付添ボランティア 
 

身体障がいで電動車いすを使用している女性

（40代）の通院をサポートしてくれる方を募集

しています。 

◆日時：水曜日（1・3・5週）、 

木曜日（2・4週）、土曜日（毎週） 

8:00～12:00 

◆場所：泉町～南町診療所 

◆内容：坂道や狭い道での見守り、 

診療受付等のサポート 

◆備考：活動可能な日のみでも OK！ 

お泊りボランティア 
 

脳性マヒのハンディをもつ女性（60代）の生活

をサポートしてくれるボランティアを募集して

います。 

◆日時：都合の良い曜日、21:00～翌 8:00 

◆場所：内藤二丁目の自宅 

◆内容：話し相手、トイレ介助、着替えの手伝

い、洗濯（時間があれば） 

◆備考：希望があれば、夕食・夜食・朝食を提

供します。入浴も可能です。ネコを 1

匹飼っています。交通費・小遣い程度

の謝礼あり。初めのうちはベテランボ

ランティアがサポートします。 

お話し相手ボランティア 
 

65 歳以上の一人暮らし又は日中一人暮らしの

高齢者宅へ訪問し、お話し相手等をする活動で

す。（まごころネットワーク） 

◆日時：週 1回、1時間程度 

（日曜祝日を除く、9:00～17:00） 

◆内容：話し相手、趣味の相手、散歩付き添い、 

ちょっとした雑務等 

見守りボランティア 
 

聴覚障がいのある男性と一緒に見守り活動へ 

参加してくれる方を募集しています。 

◆日時：隔週金曜日、16:30～17:00 

◆内容：二小の周辺の見守り、 

あいさつ等の声掛け 

◆備考：雨天時等、中止になる場合もあります。 

平成 26年度「ここねっと推進助成事業」申請のご案内 
「ここねっと推進助成事業」は、国分寺市の地域福祉を推進する事業に対し、「平成 25年度 歳末た

すけあい・地域福祉活動募金」を財源に、社会福祉協議会が行う助成です。 

初めて申請される団体は、下記の説明会に必ずご参加ください。 

実施要綱およびパンフレットは HPからもご覧いただけます。申請書はボランティア活動センターこ

くぶんじ、および社会福祉協議会事務局（戸倉 4-14）で配布いたします。 

■対象団体 

 国分寺市内に所在し、国分寺市内で地域福祉活動を行っている団体。ただし、ボランティア活動セ

ンターこくぶんじへの団体登録が必須。 

■対象経費 

 日常活動費・イベント費・立ち上げ費 

■事前説明会   ※事前予約制 

 2月 14日（金）10:00～11:00 福祉センター 視聴覚室 

 2月 14日（金）14:00～15:00 ボランティア活動センターこくぶんじ 

 2月 15日（土）14:00～15:00 ボランティア活動センターこくぶんじ 

■申請受付期間  ※各日事前予約制 

 3月 3日（月）～15日（土）9:00～12:00、13:00～17:00 

 ※受付場所はボランティア活動センターこくぶんじです。 

■問い合わせ 

 ボランティア活動センターこくぶんじ 

園芸ボランティア 
 

施設内の園芸を手伝ってくれる男性ボランティ

アを募集しています。 

◆日時：毎週木曜日、10:00～12:00 

◆場所：至誠キートスホーム 

◆内容：草木の水やり、剪定や植替え等 
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武藤 正美さん（西恋ヶ窪在住） 

オパール料理同好会 会長 

～オパール料理同好会について～ 

いつから？どんな活動を？ 

私たちの会は、平成 7年に国分寺市社会福祉協

議会が開催した「男性のための料理教室」を修了

したメンバーによって、主に「定年退職した男性

が料理を作ること」を目指して発足しました。私

が入会したのは、その 2年後です。会長になって

からは 7年ほどになります。 

普段は、20 名ほどの会員が毎月第四金曜に福

祉センターで調理と食事を楽しんでいます。また、

市内にある深田記念館というデイホームで月に 1

回昼食を作って交流をしています。 

その他、調理や味付けの参考にするために年に

1～2 回、外で食事会を開いています。これも同

好会が長持ちする要因の一つでしょうか（笑）。 

 

料理は面白い 

仲間と一緒にテー

ブルを囲んで、ワイワ

イガヤガヤしながら

作るのが楽しいです。

4 人一組で作ります

が、いろいろな人とチームになるようにメンバー

は毎回くじ引きで決めます。料理教室ではありま

せんから、レシピ通りに作る必要はありません。

自分たちで工夫して、自分の味を出していいので

す。だから同じレシピで作ってもグループごとに

出来が違います。 

 

自宅でも実践 

レシピを見て作れば、間違いなく作れるという、

配慮をしています。お酒が好きな方ほど、自分で

そういうものを作っているみたいです。これまで

月例会は 200 回近くに

なりますが、毎回異なる

レシピを用意してきまし

た。 

 

 

 

 

 

 
 
 

～自身のボランティア体験について～ 

これまでのボランティア活動 

18 年前から都立の野川公園の管理ボランティ

アを続けています。 

それから、15 年前から長野県高森町の果樹園

の援農もしていて、春と秋に柿とりんごの手入れ

をしています。 

国分寺では、森の清掃、姿見の

池でのホタル飼育の他、職務経験

を活かして国分寺市の防災委員と

ゴミ減量委員も務めています。 

 

活動していてよかったこと 

様々な世代や地域の人たちと交流できることで

すね。いろいろな情報を得られたりします。料理

同好会に入ったのも、野川公園の管理を一緒にや

っていた「オパール※」を立ち上げた人に誘われ

たからなんです。 

 

長く続ける秘訣は？ 

基本的には自分が楽しむことですね。人間関係

も重要です。まずは相手の意見に耳を傾けるよう

にしています。そうして信頼し合えるようになっ

て、長く続けられるのだと思います。 

 

これから定年を迎える男性へのメッセージ 

私は会社を辞める時に「これからは地元の人間

になろう」と決めて地域ボランティア活動をはじ

めました。振り返ると定年前から地域の情報を集

めておくともっとスムーズに活動を始められた

と思います。 

「オパール料理同好会」

では、楽しい料理を作っ

ています。是非お気軽に

参加してみてください。 

 

※「オパール」という名前の由来は国分寺市教育

委員会による 60歳以上の市民のためのスポーツ

施設利用証「オパール会員」から。活動的な人生

を送る人達という意味とのことです。 

 インタビュー連載 

みんなのボラ活！Vol.6 
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快晴で今年一番の冷え込みの11月13日の午前

中、国分寺市立第四小学校の 4 年生を対象とした

「車いす体験プログラム」を取材してきました。 

 同プログラムはボランティア活動センターが市

内の小中学校その他の団体の求めに応じて実施し

ているもので、かれこれ 10年以上の歴史があると

のことです。 

 今回は 4 年生の総合学習の一環として 4 クラス

135 名が二日に分けて体験するとのことで、私は

1組、2組の体験学習に参加しました。 

 各クラス30名余ということでボラセン職員4名

が指導にあたりました。 

 それでは体験プログラムのスタートです。 

オリエンテーション 

 ボラセン職員から車

いす体験の目的、体験

活動時の諸注意、デモ

ンストレーション（車

いすの操作、乗り降り）

が説明されました。 

体験活動  

クラスは 12 班に分かれ、利用者（乗る人）、介

助者（押す人）、観察者を交互に体験。なお各班に

児童のお母さんが一人ずつ付き添ってサポートし

ました。コースは中庭広場～駐輪場横～外周歩道～

生垣の小道～正門脇クランクスロープ～体育館ロ

ビー通り抜けを 10分ほどで一周します。 

 さてこの体験プログラムの目的ですが、車いすの

操作方法だけではなく利用者役をとおして気付い

たこと感じたことを介助するときに活かしてもら

うこと、そして児童だけではなく付き添いのお母さ

んたちにも気付き、理解してもらうことです。 

メンバーがいろいろ話し合いながら順調に進み

ました。クランクや段差の乗り越えにはコツがいる

ようでしたが、少し難しいところがあるのが体験プ

ログラムのねらい目です。 

 

 

 

 

 

 

まとめの時間  

児童からは感じた

ことや気付いたこと

が活発に発表されま

した。 

 乗っていて怖かったことや難しかった操作のほ

かに「利用者は事前に伝えてもらうことで心構えが

できて安心感が増した」、「利用者役の時に怖かった

点を介助者の時に気を付けて操作した」「利用者の

目線は低く自転車や植木の枝が怖く感じられた」な

ど体験して初めて気付いたポイントをついた意見

が発表されました。 

 最後にボラセン職員から「一人で介助出来ないと

きは周りにいる人に呼び掛けて協力してもらいま

しょう」、「より暮らしやすい街にするために皆さん

が気付いたことを社会に発信してください」とアド

バイスがありました。 

 

 

（私の感じたこと） 

 この体験プログラムの目的は操作方法を学ぶこ

とも大切ですが、利用者役を体験することで利用者

の気持ちを体験し、利用者と介助者のコミュニケー

ションの大切さを理解することと感じました。（私

も何度か車いす介助のお手伝いをしましたが、利用

者といろいろなお話をして楽しむことが、よりスム

ーズな介助ができることを実感しています）。今回

参加した児童のみなさんは同じく社協が実施して

いる高齢者疑似体験プログラムも受けているとの

ことで、コミュニケーションの大切さを既に十分理

解しており、質問は的を得ていました。 

 

余談ですが、ボランティア活動センターでは安全

に安心して利用できるようボランティアが車いす

の点検整備をしており、私も一緒に活動しています。

（S）  
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入 門 講 座 

 

 

 
 

 

 

 

 

ボランティア活動センターこくぶんじ登録団体ガイド Vol．44 

【プレイセンター小さな森Ⅰ・Ⅱ】            代表者：渡辺 金子 

 

“プレイセンター”とは、ニュージーランドで行われている子育て支援の場です。ここでの活動や、実

際に遊んでいる子ども達の様子、お母さん達の子どもへの対応に感動し、この考え方を取り入れた子育て

支援の場を自宅を開放して立ち上げて、満 5 年になりました。 

この間、将来を担う大切な子ども達をどう育てたら良いのか、大人も 

子どもも共に成長するためにはどうしたら良いかをお母さん達と一緒に 

考えて参りました。 

毎週月曜日 10:00～15:00 は東元町四丁目の自宅にて、毎週木曜日 

10:00～15:00 は、もとまち地域センターにて活動しています。 

主な活動は、良質な玩具を揃えて豊かな遊びを提供すること。将来は 

本好きな子になってくれたらと、絵本コーナーを設けて読み聞かせと 

貸し出しを行い、心身共に健康な子になることを願って、第 1・3 木曜 

日に全身を使った遊具遊びを楽しんでいます。 

地域のみなさん是非遊びにいらしてください。活動仲間募集中です。 
 

< 連絡先 >  渡辺 金子 TEL：042-324-5777 

精神保健福祉ボランティア養成講座 
 

「心の病」について、講義と体験実習で学び、今後のボランティア活動に活かす講座です。 

日 時：2 月 1 日（土）10:00～16:00（予定） 

    2 月 4 日（火）11:00～16:30（予定） 

※全 2 回。詳細は当センターの HP をご確認ください。 

場 所：ボランティア活動センターこくぶんじ 他 

内 容：講義（精神障害者の状況、障害の理解）、現場体験実習、当事者の話、振り返り 

講 師：伊澤 雄一 氏（はらからの家福祉会 施設長） 

藤田 英親 氏（国分寺すずかけ心療クリニック 院長） 

参加費：1,000 円（当日徴収） 

定 員：10 名（応募者多数の場合は抽選） 

申込み：1 月 10 日（金）までに電話にて、ボランティア活動センターへ 

主 催：ボランティア活動センターこくぶんじ・（社福）はらからの家福祉会 

 

初めての取材＆編集講座 
 

情報誌の編集ボランティアを始めてみませんか？ すでに活動していて、参考にしたい方も大歓迎！ 

日 時：2 月 24 日（月）10:00～12:00 

場 所：ボランティア活動センターこくぶんじ 

内 容：取材の仕方＆まとめ方、効果的なレイアウト 他 

講 師：石井 栄子 氏（企画・編集事務所 いしぷろ） 

参加費：500 円 

定 員：20 名 

申込み：2 月 21 日（金）までに電話またはメールにて、ボランティア活動センターへ 

参加者大募集！ 

連絡先は P.6 

認知症サポーター養成講座 
 

日 時：1 月 29 日（水）14:00～15:30 

場 所：特別養護老人ホーム うれしのの里（日吉町 4-32-6） 

参加費：無料 

定 員：20 名（先着順） 

申込み：1 月 28 日（火）までに電話にて、ボランティア活動センターへ 
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                社協マスコット まごころくん 
 

 

 

 

ボランティア・市民活動支援総合基金『ゆめ応援ファンド』 
 

東京都内におけるボランティア・市民活動の開発・発展を通じて市民社会の創造をめざすために、 

地域住民や住民団体のボランティア・市民活動に対して必要な資金の助成を行います。 

 

■対象 

 （1）ボランティア・市民活動団体 

（2）ボランティア・市民活動を推進している民間非営利団体 

■申請対象事業 

 下記（1）から（6）のいずれかの事業で、翌年度（4 月 1日から翌 3 月 31 日の間）に実施または購入

するものを助成の対象とします。ただし、（5）についてのみ翌年度から 3 年間までの継続的な事業につ

いて助成の申請ができます（＝継続助成）。 

（1）学習会・研修会の開催 （2）調査・研究の実施 （3）器具・器材の開発・購入 

（4）活動にかかわる市民への啓発の実施（5）ボランティア・市民活動団体による先駆的・モデル的活動 

（6）その他 

■助成金額 

（1）1 件につき、50万円以内。 

（2）ボランティア・市民活動団体による先駆的・モデル的活動の継続助成については 1 年につき、50 万

円を限度とします（＝3年の場合 50万円×3年）。 

■受付期限 

 1 月 31 日（金）※持ち込みの場合は 17:00まで。郵送の場合は当日消印有効。 
■応募方法 

 所定の助成申請書に必要事項を記入し、受付期限内に郵送又は持参してください。 

応募要項および申請書は、ＨＰからダウンロードができます。郵送希望の場合は送料として 120 円分の

切手をお送りください。 

■備考 

詳しくは HP をご確認ください。 http://www.tvac.or.jp/page/tvac_yumefund 

■問合せ 

東京ボランティア・市民活動センター（基金助成係） 

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 10階 

TEL：03-3235-1171   FAX：03-3235-0050 

 
 

◇◇編集後記◇◇ 

・一年が過ぎるのは早いものですね。新年も『ボランティアクラブ』をご愛読いただけますよう、よろしくお願

いいたします。（RN） 

・定年前から、定年後の生きがいを考えましょう。情報収集にボラセンはいかが。（たっちゃん） 

・車いす体験学習の子供たち、そしてオパール料理同好会の武藤さん、どちらも元気いっぱいで感心しました。 

（しんちゃん） 
 

「ボランティアクラブ」は年 4 回発行です。より良い紙面作りを目指すため、皆様のご意見・ご感想を募集していま

す！掲載したい情報がある方も募集しています。次号は、3 月 15 日頃発行予定です。 

お問い合わせ・申し込みは、特別な記載がない限り「ボランティア活動センターこくぶんじ」までどうぞ！ 

 
発行：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会 

ボランティア活動センターこくぶんじ 
〒185-0022 国分寺市東元町 3-17-2 

TEL   042-300-6363 ／ FAX  042-300-6365 

URL    http://ｔokyo.town-info.com/kokubunji/ 

Twitter https://twitter.com/kokubunji_vc 

ブログ  http://blog.canpan.info/kokubunjivc/ 

E-mail  center＠ko-shakyo.or.ｊｐ 

開設曜日 月曜～土曜日（日曜、祝日休館） 

開設時間 9:00～17:00 

 

 

 


