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ボランティア保険は、4月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1年間が保険期間で、保険の対象とな

るのは、加入手続き完了日の翌日 0時からです。 

平成 26年度も加入される方は、ボランティア活動センターこくぶんじ、もしくは社協事務局窓口

で、お申込みください。なお、申し込みは窓口のみでの受付となります。電話、郵送での申し込み

はできませんのでご注意ください。 

※保険料の変更はありませんが、補償金額が変更になります。 

プラン Aプラン Bプラン Cプラン 天災Aプラン 天災Bプラン 天災Cプラン 

保険料 300円 500円 700円 600円 1000円 1400円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    今号の見出し 
P.1………ボランティア保険のご案内 

P.2………ボランティア募集情報 

P.3………インタビュー 

P.4………体験レポート 

P.5………お知らせ、登録団体ガイド 

P.6………助成金情報、編集後記 

 

 

平成 26年度 ボランティア保険料の一部補助について 

国分寺市内在住のボランティアを対象に保険料の一部（150円）を補助します。 

詳しくは、ボランティア活動センターこくぶんじまで直接お問い合わせください。 

Ｑ ボランティア保険とは？ 

Ａ ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした場合や、ボランティア活動中に他人に対し

て損害を与え、損害賠償問題が生じた場合を補償する保険です。 

Ｑ 既に加入しているのですが？ 

Ａ ボランティア保険は、4月 1日 0時から翌年 3月 31日 24時までの 1年間を保険期間としています。 

加入を希望する方は、毎年度ごとに手続きが必要となります。 

Ｑ ボランティア保険補助の財源は何ですか？ 

Ａ 本会の自主財源（会員会費、寄付金等）を充てています。ボランティア保険への加入は 1人 1口です。 

複数の活動をされている方も、重複して何口も加入する必要はありません。 

Ｑ 補助は市民だけですか？ 
Ａ 市外在住であっても学生に限り一定の要件を満たせば補助対象となります。 
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園芸ボランティア 
 

男性ボランティアを募集しています。 

◆日時：隔週 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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運営ボランティア 
 

入院する子どもに付き添う家族のための滞在施

設で、施設運営や家族のサポートをしてくれる

ボランティアを募集しています。 

◆日時：月 2回程度 

9:00～20:00の中で 2～3時間 

◆場所：ドナルド・マクドナルド・ハウス 

ふちゅう（都立多摩・小児総合医療 

センター隣接） 

◆内容：利用者の案内、事務業務、施設内の清掃、 

  夜間宿直、設備維持等 

◆備考：17歳以上の健康な方であれば、どなた 

 でもご参加いただけます。 

 TEL：042-300-4181 

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女性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 

スポーツボランティア 
 

精神障がいのある女性（40 代）と一緒に運動

をしてくれる方を募集しています。 

◆日時：隔週土曜日、夕方 

◆場所：多摩障害者スポーツセンター 

◆内容：バドミントン、軟式テニス、 

話し相手 

バスハイクボランティア 
 

市内障がい者団体のバスハイクをサポートして

くれるボランティアを募集しています。 

◆日時：6月 7日（土）9:00～17:00 

◆場所：ハイジの村（山梨県） 

◆内容：車いす介助、付き添い 

地域交流会ボランティア 
 

市内10地区で行われている高齢者との交流会

の運営を手伝ってくれる方を募集しています。 

◆日時：1～2ケ月に 1回程度。 

◆場所：各地区の公民館や地域センター等 

◆内容：会食、芸術鑑賞等の地域高齢者との交

流等のお世話役。  

◆備考：地区によって開催日時・場所が異なり

ます。詳細はお問い合わせください。 

水泳指導ボランティア 
 

自閉症女性に水泳指導をしてくれる方を募集し

ています。 

◆日時：月に 1回、土曜又は日曜日 

◆場所：泉町～市民プール 

◆内容：自宅への送迎、着替えのサポート、 

水泳指導 

◆備考：女性限定 

講師ボランティア 
 

華道・書道・水彩画の講師を募集しています。 

◆日時：平日、週 1回～（月 1回でも可）、 

1時間～1時間半程度 

◆場所：デイサービスこもれび家族 

（西町 3-14-7） 

◆備考：道具は施設が用意。送迎あり 



- 3 - 

 

 

 

 

 

碓氷
う す い

 滋子
し げ こ

さん（泉町在住） 

ハウスキーピングボランティア 

傾聴ボランティア 

 

いつから？どんな活動を？ 

3 年位前から、ドナルド・マクドナルド・ハウ

スふちゅうで掃除やベッドメイキング等のハウ

スキーピングと、施設や個人宅へ訪問しての傾聴

ボランティアをしています。 
 

ボランティアをはじめたきっかけ 

ずっと前から興味はあったんですが、なかなか

チャンスがなくて。結婚して仕事を辞めた後も、

何かしたいなと思ってて。国分寺に引っ越してま

もなくボランティア活動センターが近くにある

ことを知って、尋ねてみました。周りに知り合い

もなく、子どもの手も離れたといった、いい条件

が重なったからだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やりがいって？ 

もともとお掃除が好きなので、きれいになると

とても気持ちが良いです。傾聴では、家族にも話

さないことを話してくれたり、帰る時に喜んでく

れたりすると嬉しいです。あと、信頼関係ってす

ぐにはつくれないけど、出来てきていろいろ話し

てくれるようになると、受け止めてあげたいし、

長く続けたいと感じます。 
 

長く続けるコツは？ 

無理をしないことです。家庭や子どものことも

あるし、スケジュール的にも、体力的にも無理し

ないように調整しています。あと私の場合は、家

から近いことです。天気が悪かったりしても無理

なく行ける、通いやすさが長続きするコツです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報を集めて、行動！ 

情報誌やメルマガはよくチェックしてます。す

ごくいいなと思うのが、ボランティア活動センタ

ーは定期的にいろいろな講座をやってくれるこ

とです。近くで安く参加できることってなかなか

ないので。そういうのにできるだけ参加していく

と自分も成長できるし、ボランティア活動に関わ

らず、人間関係にも役立っています。 

 

ボランティア活動からつながりへ 

ボランティアしたり、講座を受けたりすると、

全然別の場所なのに同じ人に会うことがあるん

です。買い物の時に会ったり。引っ越して知り合

いがいなかったのが、思いがけず知り合いが増え

て、つながりが広がったなと思います。 

ひとり暮らしのお年寄りはたくさんいますが、

困っていることって、ちょっとしたことだったり

するので、近所でやってあげられたら楽になるん

じゃないかと思います。みんなが手を伸ばしてい

けば、つながりも広がっていくと思うので、それ

がもっとあったらいいですね。 

 

これから活動を始める方へのメッセージ 

ボランティアはやっておいた方がいいですよ。

何でもいいから、絶対に若い時からやっておいた

方がいいと思います。言葉で伝えるのは難しいで

すが、私自身、仕事をしてお金を得て好きな事に

使ったりもしましたが、ボランティアではお金で

は得られないものが得られると感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

※「ドナルド・マクドナルド・ハウス」 

入院する子どもに付き添う家族が滞在する施設。

ボランティア募集中。詳しくは HP へ。 

http://www.dmhcj.or.jp/ 

 インタビュー連載 

みんなのボラ活！Vol.7 
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数十年ぶりの大雪から一週間、後始末も一段落した

2月 24日、ボランティア活動センターには十数名の

受講者が集まりました。 

参加者は？  

どんな人たちが受講するのだろうと興味がありまし

た。相変わらず女性陣が優勢？ですが、取材＆編集が

テーマということで男性もほぼ半数と健闘していま

した。なるほどと思ったのは出版関係の仕事をされて

いる方、ボランティアで取材や編集の活動をされてい

る方が何人もいらっしゃったことです。今やっている

仕事や活動に役立てたいということで動機づけは十

分です。 

講師の先生は？ 

石川栄子さん。 

フリーのライタ

ー・編集者として

活動する傍ら各

地で今回のよう

な講座の講師を

務めていらっしゃるとのこと。小柄でショートヘア、

瞳がキラキラ輝いていてとてもアクティブな印象は

職業柄のイメージどおりです。ライター・編集者歴も

２０年近くあるとのこと。その経験も踏まえた講義は

説得力がありました。 

  

 講義に入る前に、テーブルごとにメンバー自己紹介。 

皆さん話始めると持ち時間では足りません。これで参

加者はすっかりリラックス・・・。 

それでは講義の始まりです。 

取材で大事なことを一つだけ挙げると・・・  

 それは好奇心。 

 好奇心が湧かないときは？ しっかり下調べをす

れば必ず好奇心が湧いてきます（要するに好奇心が湧

くまで下調べしましょうということと理解しました）  

取材の心得  

どんな人も必ず「面白いネタ」を持っている。 

だからしつこく食い下って「面白いネタ」を引き出す

までは帰って来るな・・・ 

うむー、新米記者を鍛える鬼編集長の激！ 

誰に読んでもらうか。何を知らせたいか。 

 

取材上手のための具体的なテクニック 

他にもいくつかありますが一番のポイントは「聞き

上手は取材上手！」ということに皆さんうなずいてい

ました。 

阿川佐和子さん、黒柳徹子さん、タモリさん、さん

まさん・・・の名前が頭に浮かびます。みんな聞き上

手ですが個性的な聞き方スタイルを持っていますね。 

 

取材が終わって記事にするとき、文章が劇的にうまく

なるちょっとしたコツというのも教えてもらいまし

た。へえなるほどと感じたのは次のアドバイスでした。 

『よい文章には「おや」「まあ」「へえ」があります。 

特に「へえ」が大事です』   

そういえば以前参加者が「へえ」ボタンをたくさん

押すなんていうクイズ番組がありましたっけ。 

 演 習  

講座のしめは参加

者二人ずつ、お互い

に取材し原稿を書き、

数人の原稿について

講評してもらいまし

た。皆さん盛り上が

って時間が足りませんでした。 

 

受講者から寄せられたコメント 

2時間もの間、全く眠くならなかった。特に印象に

残ったのは好奇心を持つという言葉です。残りの人生

も大いに好奇心を持って生きてみたいと思いました。 

 感 想  

この体験レポートを書くのはかなりのプレッシャ

ーです。なぜってこの体験レポート記事の出来が私の

受講成果なんですから。  

講義の内容は言われてみれば当然のことが多かっ

たのですが、これが実践できるかどうかは別の話です。   

読みやすい記事が書けるように今回習ったことを

思い出しながら取材をしてゆきたいものです。 

今回の講座のタイトルは「取材＆編集・・・」とい

うことでしたがその内容は「まごころネットワーク」、

「傾聴ボランティア」などで上手にコミュニケーショ

ンをとる場合にも応用できるものでした。（S） 
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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．45 

【いきいきサロン「よっこら処」】            代表者：金丸
かねまる

 敬子
よ し こ

 

 

 

平成 22 年 10 月から、子育てや仕事で知り合った仲間が中心に 

「高齢になっても、住み慣れた町でみんなで元気に暮らしたいね」 

と始まりました。週 1 回、個人宅や北の原地域センターを使用し 

て活動しています。助け合いの小さな輪ですが、少しずつ広がり、 

世代やグループを越えた交流を楽しんでいます。 

以下、昨年のサロン活動の感想をご紹介します。 

よっこら処では木曜日の集いとして、認知症予防や右脳左脳の 

訓練を兼ねて、体操をし、おいしい食事をとり、ハーモニカ演奏 

で歌ったり、トランプや麻雀のゲーム等をして 1 日を楽しく過ご 

しています。8 月には山梨県の八ヶ岳南麓に買い物ツアーを実施 

し、みんな大満足でした。よっこら処ではみんなで楽しく、活気 

ある計画を練り、思いやりのある行動で、楽しく過ごすよう心が 

けています。 
 

< 連絡先 >  金丸 敬子 TEL：090-8508-6572 

第 2 回社協ふくしのつどい 
 

地域の皆さんへの感謝の気持ちを表すとともに、積極的な福祉活動への参加と理解を呼びかけることを

目的に開催します。 

詳細は、社会福祉協議会及びボランティア活動センターのホームページや、6 月 1 日発行の社会福祉だ

より「ふくし」にてお知らせいたします。 

 

日 時：6 月 22 日（日）※時間未定 

場 所：国際文化理容美容専門学校 国分寺校 

 

第 31 回 

万葉花まつり 
. 

 

「歴史・自然・人との出会い」をテーマに、 

物産販売やステージ発表等を行います。 

 

ボランティア活動センターでは、キャラメルポ

ップコーンの販売をします。 

ぜひ遊びに来て下さい。 

 

日 時：4 月 13 日（日）10:00～16:00 

場 所：武蔵国分寺史跡公園及び周辺 

 

第 8 回 

こくぶんじ市民活動フェスティバル 
つなげよう市民の輪 

 

さまざまな団体が活動発表や展示、ステージ発表

を行います。 

 

ボランティア活動センターでは、ボランティアの

ミニ講座とわたあめ販売で出店します。 

みなさんのご来場をお待ちしております。 

 

日 時：4 月 20 日（日）10:00～16:00 

場 所：ひかりプラザ 

備 考：入場無料 
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                社協マスコット まごころくん 
 

 

 

 
 

平成 26 年度 草の根育成助成 
 

様々な社会問題を解決する諸団体と協働し、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが心豊かな市民生活を実

現するために活動する財団法人です。これらを達成するための助成金制度として、下記の通り、募集します。 
 

■助成対象事業 

 平成 26 年 8 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までに行われる、東京都（特に多摩地区）で行われる、

下記分野に属する事業 

 A．医療・福祉分野 

  医療・看護・介護・福祉領域固有の、あるいは複数の領域に重なる問題を解決するために取り組んでい

るプログラム事業。また、他団体などのモデルケースに成長していくことが期待されるこれらの分野に

関わる調査研究事業。 

B．スポーツ分野 

 運動・スポーツ活動における問題・課題を解決するために取り組んでいるプログラム事業。また、東京

都多摩地域で起こっている地域問題を運動・スポーツを用いて解決しようとするプログラム事業。 

■募集対象者 

 東京都に拠点を有する非営利活動法人（社団法人、財団法人等）及び任意団体 

■助成期間 

 平成 26 年 8 月 1 日から平成 27年 3 月 31 日 

■募集期間 

 平成 26 年 5 月 20日（火）～6 月 20 日（金）※消印有効（E メールは必着） 
■応募方法 

 所定の申請書に必要事項を記入のうえ、持参又は郵送、メールで財団宛てに提出してください。 

（必要書類はホームページからダウンロードしてください。インターネット環境のない方は電話でお申し 

付けください） 

■備考 

詳しくはホームページをご確認ください。 

http://www.kusanoneikusei.net/ （5 月 1日公開予定） 

■問合せ 

公益財団法人 草の根事業育成財団 事務局 

〒187-0012 小平市御幸町 131-5 ケアタウン小平内 

TEL 042-321-1132（平日 10:00～16:00） FAX 050-3488-4822 

メール kusanoneikuseizyosei@kusanoneikusei.net 

 

◇◇編集後記◇◇ 

・昔の田植えは、村人が集って行っていた。だから、子供の頃から人との繋がりを経験出来た。今は、 

ボランティア活動で、新しい人との繋がりが経験出来ますよ。まずはボラセンで情報集めから。（たっちゃん） 

・「初めての取材＆編集 講座」に参加しました。事前の下調べ、当日の観察と話題の聞き出し…。 

これからの本紙作成に役立てたいです。（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、7 月発行予定です。 

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 

 

 

 


