【ボランティアのひろば】

-２月に行われたイベントの報告です-

ボランティアグループ懇談会×ボラセン

ボランティア交流会
2 月 2２日（土）10:00～12:00／38 名参加

毎年恒例のボランティア交流会は、「みんなで歌おう」をテー
マに行われました。
第 1 部は、ウクレレふれあいサークルによる演奏でスタート。
時折楽しいトークを挟みながら、前半 6 曲はサークルの皆さん
の演奏と歌を楽しみ、
「グッバイホノルル」や、
「コーヒールンバ」
などを聴かせていただきました。
後半は、会場全員で「おぉシャンゼリゼ」など 4 曲を、フィ
ナーレの「東村山四季の詩」はサークルの方たちに教わり、町の
風景を思い描きながら歌いました。

ウクレレふれあいサークルの皆さん

第２部は、グループごとに交流。
自己紹介から始まり、それぞれの活動紹介や想いなどを語ら
い、グループによっては、名刺交換をする場面もありました。
コロナウイルスの影響により、例年よりは若干参加者が少な
かったのですが、この交流会を通して新たな出会いやつながり
があり、充実した時間となりました。
皆さま、ありがとうございました。
グッドフェローズ×ボラセン

ぐっどすぺーす

みんなで歌います♪

2 月 2１日（金）15:30～17:00／21 名参加

子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所（ぐっどすぺーす）
を、グッドフェローズのメンバーとつくっています。今回は初め
て、美住町にある集会施設で開催しました。
近隣に住む小学生が、友達や兄弟と一緒に遊びに来てくれまし
た！宿題（算数ドリル）やゲームをしたり、おやつを食べたり、
楽しんでもらえたようです。次は、小学生、中学生はもちろん、
乳幼児さん（パパ・ママ）もぜひお越しください。
【お詫び】３／２７（金）の開催は、コロナウイルスの影響により残念
ながら中止となってしまいました。今後も、定期的に開催できるよう準
備していきますので、楽しみにお待ちください。
※ボランティアネットやボランティアセンターホームページ、
チラシでご案内し ます。

【編集後記】 巡る季節は春に向かっていますが、新型コロナウィルスで大変です。今、出来る事をしっかり実行
する「手洗い」「マスク」「人ごみへの注意」「体力を保つ」等、今までの普通の生活が何と幸せな事なのか実感
します。早く新型コロナが治まり皆さんが巡る季節を楽しめるよう願うばかりです。又、一生懸命頑張っている
子供達にエールを送ります。（秋津町Ｓ．Ｉ）

社会福祉法人

東村山市社会福祉協議会

〒 189-0022

東 村 山 市 野 口 町 1-25-15

ＴＥＬ 042-396-1533

開所日

東村山ボランティアセンター

ＦＡＸ 042-393-0411

月～土曜日（祝日を除く）9:00～17:00

E-mail vc@hm-shakyo.or.jp

ＵＲＬ http://hm-shakyo.or.jp/vc/

災 害 ブ ロ グ http://blog.goo.ne.jp/hm-shakyo
社協（地域福祉活動計画）ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

@hm.ponta01

→

☆この広報紙は社会福祉協議会会費及び寄付金を財源に作成しています。

－４－

今月のおもな内容
P1

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ年間予定

P2

ボランティア募集

P3

お知らせ

P4

ボランティアのひろば

（ボランティア交流会、

NO.338（通巻 No.４００）

２０２０年 4 月１日

ぐっどすぺーすの報告）

発行 東村山市社会福祉協議会 東村山ボランティアセンター
TEL 042-396-1533 FAX 042-393-0411 E-mail vc@hm-shakyo.or.jp

はじめてで
も大丈夫だ
ポン！

ボランティアセンターでは、たくさんの人がボランティアを知る・楽し
む・学べる企画を用意しました。今からぜひチェックしてくださいね。

社協キャラクター
ぽんたくん
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１０月 18 日（日）

店などボランティアの輪を広げるイベント

関心のある

（ボランティアグループ懇談会との共催）

方はどなた

（仮）災害ボランティ

災害時の備え、災害ボランティアについて

５～7 月

ア講座

学ぶ講座です
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（仮）障害児の余暇活
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１１月頃

動支援講座

もたちには遊びが大事☆必要なサポートに

でも

ついて学び、一緒に遊んで交流もします。

ボランティア交流会

ボランティアの交流の場

２月 2７日（土）

どなたでも

☆詳しい内容については、今後のボランティアネット等でお知らせします。
☆日程が変更になる場合もあります。
【社会福祉協議会よりお知らせ】４月１８日（土）に予定していた地域福祉大会は、コロナウイルスの影響により、
残念ながら中止となりました。ご予定いただいた方にはお詫び申し上げます。
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ボ

ランティア募集

少しでも気になる活動があれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
「ボランティアが初めて！」という方でも大歓迎です。

マークの説明

この他にもたくさんのボランティアがあります。

継続

４月

Volunteer information

定期的な活動です

単発

１～数回の期限付きの活動です

♯初心者歓迎

♯施設ボラ

♯高齢者

継続

トランプ・将棋・ゲーム・お話の相手
■介護老人保健施設 久米川 （本町 4-7-14）
昼食終了後、共用スペースにいる利用者とゲーム（トランプ、将棋など）やお話しの相手になって
いただける方を募集しています。
■日時など：午後 1 時～２時（曜日は応相談） ※月に１～４回程度可能な方

継続

♯本好きな方

♯代読

代読ボランティアの募集
萩山２丁目に住む、視覚障害のある男性です。毎週１～２回ボランティアに新聞や図書を読んでもらっ
ています。どなたかお手伝いをお願いできませんか。
■日時など：主に金曜日（月１～２回）午前 9 時 40 分～11 時 40 分
■場所：萩山図書館
■募集：１名（朗読等経験のある方歓迎、男女不問）

継続

♯お散歩ついでに

♯ボラ初めての方におすすめ

ボラネット配達ボラの募集
■青葉町 1 丁目・２丁目（１丁目３件/２丁目１０件）
■日時：毎月第４金曜日午後～翌月１日までに配達 ※１２月はお休み
■募集：各丁目１名（中学生以上）■その他：ボランティアセンターでボランティアネットを引き取
り、配達をお願いします。地図はボラセンで用意します。

継続

♯フラワーアレンジメント

♯お花好きの方

フラワーアレンジメントを教えてくださる方
80 代の女性にお花を活けたり、アレンジメントを教えていただける方を募集しています。お花
が好きな方、楽しくお話をしながら教えていただけませんか。
■日時など：月１回～応相談
■場所：野口町１丁目
■募集：女性１名

継続

♯パソコン

活動で活けたお花です☆

♯簡単な操作

簡単なパソコン操作を教えてくださる方
■東村山楠の樹 地域福祉事業所ふたば（野口町 1-15-5 グランドハイツ野口１階）
障害（発達障害など）を持っている方にワードやエクセルの基本的な使い方を教えていただける指導
員さんを募集しています。利用者は 20 代の男性１～２名です。コミュニケーションには問題ありま
せん。ゆったりとしたペースで教えていただけませんか。
■日時など：毎週金曜日午後 1 時～2 時（うち 45 分くらい）
継続活動への参加の流れ
お申し込み → ボランティア登録・ボランティア保険への加入手続き → 施設の見学、面談 → 活動開始！
※単発活動の場合は、基本的に事前の施設の見学等はありませんが、ご希望があればお申し出ください。
※個人に対するボランティアは、職員が立ち会いの下、事前にご本人と面談してから活動します。
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お知らせ
地域福祉権利擁護事業

生活支援員募集中
◇地域福祉権利擁護事業（地権）とは
在宅生活をされている方で、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方がご利
用できます。福祉サービスの利用手続きや利用料のお支払い、日常生活に必要な預貯金の払戻しや公共料
金等の支払いをお手伝いします
◇生活支援員とは
利用者のご自宅を定期的に訪問し、上記のお手伝いをします
時給

1,050 円。

活動時間…平日 9 時～17 時のうち数時間、月１回からＯＫ

◇募集条件
市内在住、70 歳以下（4 月１日現在）
、自転車に乗れる方
◇説明会

※申し込み不要。直接会場へ

4 月２２日（水）13：30～14：30 場所：社協

会議室

問合せ
社協・権利擁護係
394-7767

細羽

オラクル有志の会

ボランティア基金
日本オラクル株式会社役職員有志で結成した「日本オラクル株式会社有志の会」が、
様々な面で支援を必要としている人たちを応援することを目的に真摯に活動してい
る特定非営利活動法人やボランティア団体の活動に対し助成するものです。
■対象期間

2020 年 8 月から 2021 年 3 月末までに実施される事業

■対象団体

東京都内で社会的な貢献活動を行う、都内に事務所を置く市民活動団体

（NPO 団体とボランティア団体を優先する）
■説明会

2020 年 4 月 3 日(金)18：30～19：30

Check it!

2020 年 5 月 9 日(土)14：00～15：00
飯田橋セントラルプラザ 12 階会議室（新宿区神楽河岸 1-1）
※新たに申請する団体は原則説明会の参加が必須です
■応募締切 5 月１８日（月）※消印有効
■問合せ・提出先

〒164-0001 中野区中野 3-36-16 三菱 UFJ 銀行リテール受託業務部
公益信託課 オラクル有志の会 宛

使用済み切手とベルマークを集めています
ボランティアセンターでは、使用済み切手とベルマークを集めています。
どちらも、ボランティアにより整理されて、必要としている施設に送られます。
ご協力よろしくお願いいたします
忘れ物のお知らせ
ボランティアセンター・会議室をご利用の方で以下の物に心当たりはありませんか。
充電器（モバイルバッテリー・黒色）
・サンバイザー
ご連絡が無ければ 4 月末をもって処分させていただきます
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