いい季節になりました

ひがしむらやま

今月の主な内容

ボランティアネット 5 月号
東村山市社会福祉協議会

TEL 042-396-1533
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ボランティア募集

P4 【報告】傾聴講座 / 手話体験

東村山ボランティアセンター

FAX 042-393-0411

防災力アップ講座

P3 【報告】愛好家田代さんと始めるカメラライフ
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Email vc@hm-shakyo.or.jp
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お知らせ

P6

防災まち歩きオンライン

他

力が東村山を救う

あなたの

防災力アップ講座
万が一の災害時、 自分や家族を守り、 東村山を支えるための防災の基礎を学ぶ講座です。
災害時は、 地元 （住民 ・ 地域性 ・ ネットワーク） をよく知るあなたの力が必要です！
ボランティア初心者でも大丈夫。 地元のあなたが来てくれること、 正しい知識を知っていることが
地域防災を進める何よりの力です。 皆様のご参加をお待ちしています。

日時
１

テーマ / 内容

講師

5/21（土）

講義①／震災で故郷を追われた避難生活を顧みて

13：30 ～ 16：00

～東日本大震災被災者のお話～
講義②／災害発生！その時東村山は？どう身を守る？
～避難について考えよう～

2

5/28（土）

講義

6/ 4（土）

／在宅避難に向けた備え

蓑田圭二さん
（防災士）

実践

／知って安心！災害時のトイレ

東村山災害スタボラ会

実践

／ＨＵＧ( 避難所運営ゲーム ) ～決断の分かれ道を体験～

蓑田圭二さん
（防災士）

13：30 ～ 16：０0

４

蓑田圭二さん
（防災士）

13：30 ～ 16：０0

３

守家 規氏 ( 市内在住）

6/11（土）

講義①／東村山の地域防災に取り組む災害ボランティアの活動

防災防犯課職員、

13：30 ～ 16：30

講義②／これから私にできること、活動紹介、まとめ

地域防災団体、他

■対

象 東村山市在住 ・ 在学 ・ 在勤の高校生以上の方

■定

員 2５名 （事前申し込みが必要 ・ 先着順）

■申 込 み 電話、 またはメールでボランティアセンターへ。
５月６日 （金） ９時から受付開始。

■参 加 費 1,200 円 （資料代等）

【電 話】 042-396-1533

■会

【メール】 vc@hm-shakyo.or.jp

場 社会福祉協議会 地域福祉活動室、 他

■そ の 他 全回受講された方には、 修了証及び 「地域防災サポー
今後の感染状況により、会場での受講が困難な

ター缶バッジ」 をお渡しします。

！

■参加条件 すべての講座に参加できる方

場合は、完全オンラインでの受講、または一部
プログラムを中止する事があります。

－１ー

やってみようかな？と思ったら、ボラン
ティアセンターへ！内容のお問い合わせも
お気軽にどうぞ♪☞連絡先はｐ１、６

【継続】ボランティアネットの配送
毎月発行しているボランティアネットを配達してくれるボランティアを募集します。
◇日時：毎月第４金曜日午後～翌日１日までに配達※日程は毎月お知らせします。
◇募集地域：多摩湖町３丁目・４丁目（４件）
◇内容：ボランティアや施設へのお届け（ポスティング）
◇募集：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
ボランティアセンターで用意します。
【継続】買い物の付き添い
栄町の施設で暮らす５９才の男性です。近所のスーパーで買い物をすることが楽しみの１つです。
どなたか車いすを押して、付き添ってくれませんか。
◇日時：毎週土曜日（月１～２回でも可） １４：００～１５：００ ※雨天中止
◇行程：栄町３丁目の施設～イオンフードスタイル（小平市） 徒歩５分ほど
◇内容：買い物の付き添い（車いすを押す、棚の商品を取る、荷物を持つなど）
◇募集：１～2 名（男女不問。車いす操作の経験がある方を希望、お店を知っている方だと尚嬉しいです）
◇その他：動きやすい服装で ★ボランティアさんとの時間を楽しみにしています。
【継続】車いすの整備
ウィールの会では、社会福祉協議会の貸し出用車いすをメンテナンスしています。毎回２～３名の仲間が
集まって活動しています。一緒に活動してみませんか。
◇日時：月２回金曜日 １３：３０～１５：００
◇場所：社会福祉協議会（野口町１－２５－１５）
◇内容：車いすのメンテナンス（ブレーキやフットレスト、タイヤの空気の
チェック、座面の清掃など）※パンクの修理ができる方、大歓迎です。
◇募集：数名（学生可）
◇その他：動きやすく汚れてもよい服装

【継続】室内作業・ウォーキングの補助
山鳩会みどりの森では、主に知的障害のある方と一緒にダイレクトメールの封入・封かん、お菓子の
箱折り、ウォーキングをしてくださる方を募集します。
◇日時：月～金 ９：００～１６：００ （曜日・時間は応相談）
◇場所：みどりの森（野口町１－８－２３）
◇内容：室内作業、ウォーキング補助
◇募集：２名（１８才以上）
◇服装・持ち物：汚れてもよい服装、上履き持参、給食あり

◇その他：昼食補助
※ボランティアネットで紹介する活動は、新型コロナウイルス感染症の状況を確認しながら、安全に活動できるよう、
ボランティアセンターが仲介して初回の活動日等を調整しています。ボランティアを希望する施設・団体および個人
と、ボランティア双方が納得した上で、調整を進めています。
※感染状況や緊急事態宣言等により、活動を中止する場合もあります。

―２－

令和３年度の締めくくりとなった３つの講座を、無事、３月に開催することができました。
それぞれの講座の様子をお届けします。

日時：令和４年３月２２日（火）

高齢者生きがい講座 「初心者カメラ入門」

10:00～12:00

－愛好家田代さんと始めるカメラライフ－

参加：１４名
講師の田代雅靖さんより、じっくりとお話しを伺いました。
田代さんのカメラライフと、長年培ってきたテクニックを聴いて、
皆さんうなずいたり、メモを取る様子が印象的でした。

講師の田代さん

★写真を上手に撮るヒント★（少しだけご紹介）
・３分割グリッド線を活用してみる。
・被写体にだけ夢中にならず、スペースも活かす。
・ぼかしを使ってみる。
★アンケートより★

・田代さんの写真をたくさん拝見できた
ことが何より楽しかったです。また、
構図のことやスマホの写真機能の使い
方を改めて見直せて良かったです。
・写真の撮り方がよくわかった。資料も
いろいろな被写体で撮影にチャレンジ

とても良いと思った。講師の先生の議
題の豊富さに感激・感謝です。

後日、参加者のお二人から、「桜」の写真が届きました。
田代さん直伝のテクニックで、桜がいきいきとしています！
これからも、発見や感動を残せるカメラライフを楽しんでいただけたら嬉しいです。

嬉しいです。

【空堀川の桜トンネル】（空堀川 青葉町内）

【桜の中にそびえるタワービル】（東村山駅西口前）

青葉町の空堀川の桜が満開と聞いて出かけました。
お孫さんと桜を楽しむ方、犬と散歩する方など皆さ
ん微笑みながら、のんびりと歩いているのが印象的
でした。
－３－

開花が早い東村山駅前の桜。今年も見事に咲き、
行きかう人の心を和ませてくれます。

傾聴ボランティア講座

日時：令和４年３月２４日（木）
14:00～16:00

大反響だった「傾聴ボランティア講座」。

参加：25 名（Zoom 参加者含む）

講師には、NPO 法人日本傾聴ボランティア協会の
山田豊吉先生をお招きし、傾聴の基本を学びました。
★傾聴のポイント
・まずは受け止める（受容する）
・相手を尊重して話を聴く（相手７：自分３）
・その人の生き様、それを認める
・気の利いたことを言おうとしなくても大丈夫
・明るく元気にさせる、という考え方は NG。相手の

先生の情熱とユーモアあふれるお話は、時間
が足りなくなるほど。

悩みを解決することではない。
★アンケートより★
・“人として認めながら否定せず、自立のお手伝いをする”
という言葉が心に残りました。共に過ごし、良い時間を
作っていくことを心掛けたいと思います。
・「話すことの大切さ」はもっと具体的に聞かせて欲しかっ
たです。私の中では、まだ消化不良気味です。せめて４～
６時間の講座だととても良いなぁと思います。参加できて
良かったです。良い企画をありがとうございました。
終了後、「ボランティアをしてみたい」、「ご近所のひとり暮らしの方が集まってお話しできる場を作ってみたい」
など、何名かに想いを聞くことができました。先生のお話しが皆さんの活動の支えとなりますように。

日時：令和４年３月２6 日（土） 13:00～15:30

ゆるボラ講座（手話体験）

参加：１１名

春休み中の土曜日、子どもも大人も一緒に手話を楽しみました。
前半は、聴覚障害者協会の鈴木さんから、普段の生活や海外旅行でのお話しを聞きました。LINE での
コミュニケーションや、目覚ましのバイブレーション（振動）機能などがあり、スマホは大変便利だそうです。
後半は、手話サークルしおりの大塚さん、手話サークルの持地さんにご協力いただき、あいさつやコロナウイ
ルス関連、全員の名前や町名などの手話を習いました。
皆さん、ご参加ありがとうございました！

聴覚障害のある人たちと、たくさん交流してくださいね！（鈴木さんより）
－４－

お知らせ
🍀２０２２年度募集 草の根事業を助成します🍀
草の根事業育成財団は、様々な社会問題を解決しようと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、総額４００万円の助成金を交付します。
申請受付期間 2022 年 6 月 1 日～6 月 13 日 ※消印有効
助成対象期間 2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日
助成限度額
１００万円（一事業）
対象事業・活動の分野
①障がい者・生活困窮者や事故、災害、犯罪等による被害者の支援を目的とする事業や活動
②高齢者の福祉の増進を目的とする事業や活動
③勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業や活動
④児童・青少年の健全な育成を目的とする事業や活動
⑤教育、スポーツで心身の健やかな表現と豊かな人間性を身につけることを目的とする事業や活動
⑥文化及び芸術振興を目的とする事業や活動
⑦地域社会、コミュニティの健全な営みを目的とする事業や活動
対象地域と団体
東京都内全域（都内に活動拠点有り） 非営利な活動法人（任意団体、非営利株式会社を含む）
【問い合わせ】
公益財団法人 草の根事業育成財団
☎042-427-4278

https://www.kusanoneikusei.net

Faｘ：０４２－４４９－６９４２ E-mail: info@kusanoneikusei.net

🏳🏴第２９回 東村山手づくり小物雑貨市🏳🏴
２０２２年 5 月２８（土）・２９日（日） １０：００～１６：００

入場無料

東村山駅西口 サンパルネ２F コンベンションホール
お待たせしました！２年ぶりの開催です！！土曜と日曜で店舗を入れ替え、各日約３０ブースが出店！
布小物、着物リメイク、陶芸、草木染め、タティングレース、天然石アクセサリー
マクラメアクセサリー、パッチワークキルト、ハーバリウム、木工雑貨、鎌倉彫、
ステンドグラス、ハンドメイドキャンドル、こぎん刺し、革製小物 etc･･･
ずらりと並んだハンドメイド作品の中からお気に入りをさがしてみてください！作品や作家さんとの
出会いはきっと特別なものを手にしたような幸せな気分になるでしょう！
主催： NPO 法人 PAGE２

東村山手づくり小物雑貨市実行委員会

【問い合わせ】
NPO 法人 PAGE２ 東村山手づくり小物雑貨市実行委員会
木下 ☎０９０－２６５６－２３４３

社会福祉協議会（ボランティアセンター）集会施設の貸し出しについて
まん延防止等重点措置が解除され、市の方針に則り、一部集会施設の定員が緩和されました。
感染症予防対策は引き続き、ご協力をお願いいたします。
👉地域福祉活動室（８０名）、会議室１・２（１８名）、会議室３（８名）、ふれあいステーション
ぽんたくんおよびコピー機・印刷機（８名）

－５－

村

東

山

「最近地震だけじゃなくて水害も心配」

防災まち歩き

「そろそろ大雨の季節だしなあ」

ONLINE

令和４年

５月１５日

「地域ではどんな備えがあればよいの？」

（日） １０時～１２時

是非、 ご参加ください！

東村山市を舞台に、 地域防災のポイントや、 まちのいいところ再発見をテーマにした企画をオンラインで
配信します。 実際にまち歩きをしているグループの中継をはさみながら、 「防災力」 「災害時に必要な地
域の力」 について考えます。 是非、 ご視聴ください。

■内

容

スタジオから「防災についての話」「地域のいいところを紹介」・実際にまち歩きしている方への「中継」等

■参加方法
事前にお申込みいただいた方へ、 ５月１２日 （木） までにオンライン （Zoom） のアクセス情報と当日資料を
お送りします。 当日の９ ： ５０までに、 パソコンまたはスマートフォンでアクセスしてください。
※Zoom の表示名を申し込んだお名前に設定をお願いします。ご不明な点はボランティアセンターまで。

■お申込み

申込み締め切り：５月１１日（水）

右の QR コードから専用フォームでお申し込みください。
（東京ボランティア ・ 市民活動センターのウエブサイト内にアクセスします）

https://www.tvac.or.jp/machiaruki0515.html

Zoom や LINE を使ってみませんか？

6 月２日（木）13：30 ～ 社会福祉協議会
参加費：１００円（資料代等）
対

定

員：１０名

象：スマホを持っていて、メールも使えるが、LINE や Zoom を
使ってみたい方

5 月６日（金）以降に、ボランティアセンターへお申込みください。
TEL

396-1533

mail vc@hm-shakyo.or.jp

編集

ハナミズキの季節到来。花言葉は SDGs に通ずる永続性。ライフスタイルが変わった現実を謙虚に受けとめ

後記

真摯に実行できるきっかけになったのは、背中を押してくれた少しの勇気なんですよね。
（諏訪町 S.H)

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
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。

-６-

