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（2019）
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～みんながつながる大切な場～

ボランティアグループ懇談会

約３０年前、「ボランティアグループ同士が知り合おう」という目的から始まったボランティアグループ
懇談会。今では、人と人とがつながるための、大切な場となっています。
★お互いのグループを知り、交流を図る。
★グループの活動を多くの人に知ってもらう。
･･･グループの紹介冊子「ボランティアグループ一覧」の発行、ミニ
団体紹介、ボランティアまつり、交流会の開催、様々なテーマで

「ボランティアグループ一覧」

学習会や公開講座を開催（今年度は、災害・終活・コグニサイズ
の体験などを予定しています）。
ボランティアセンターに登録しているボランティアグループの方を
中心に、みんなでアイディアを出し合って企画し、活動しています。
初めてのグループも大歓迎です。ぜひご参加ください♪
☞

公開講座

毎月第４土曜日（12 月を除く）10 時～12 時

※オンライン（Zoom）でも参加できます。

６月の公開講座は、コグニサ

【問合せ】ボランティアセンター

イズの体験ができます！
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いつもありがとうございます！
ひ ろ やす

りゅう し

ボランティアグループ 福祉を考える会

伊藤敞康さん、龍至盛一さん

平成５年に設立し、福祉施設の

伊藤さん、龍至さんは、平成１７年度

見学や講演会、施設でのボランテ

にボランティアセンターへ登録し、おもに
ボランティアネットの編集や発送作業、配

伊藤さん

ィアに参加しています。また、ボ

達ボランティアとして、長年ボランティア

ランティアグループ懇談会の活動

センターの事業をサポートしてくださっ

にも参加し、他団体との交流も深

ています。

めています。
龍至さん

－１－

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、４

三多摩肢体障害者協議会では総会を行います。メンバーは車いす利用者のため、どなたか会場準備
のお手伝いをしてもらえませんか。
◇日時 ６月１１日（土）１１：３０～１６：００頃
◇会場 萩山公民館 第１集会室
◇内容 会場準備、片付け（机やいすを運ぶ）
◇募集 ２名（中学生以上）
◇その他 動きやすい服装で、交通費がかかる場合は実費をお渡しします。

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。
※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。

★集めています！使用済み切手・ベルマーク★
ボランティアセンターで受け付けています。
数枚でも大丈夫です。お待ちしています！
日機装様、明治安田生命様、いつもありがとうございます。
※写真は日機装様です。

ボランティアグループ懇談会

公開講座

コグニサイズは、運動＋計算やしりとりなどを組み合わせた、認知症予防を目的とした
取り組みです。みんなで楽しく体験しましょう♪
◇日時
６月２５日（土）１０：００～１２：００
◇場所
社会福祉協議会 地域福祉活動室
◇講師
古賀真人先生（はぎやまリハビリデイサービス 管理者・機能訓練指導員）
◇定員
３０名（先着順）
◇申込み ①登録グループのメンバー、ボランティア登録者
☞ ５月２８日（土）～６月１５日（水）
②①以外の方（関心のある方はどなたでもどうぞ）
☞ ６月６日（月）～６月１５日（水）
★上記の申込み期間中、ボランティアセンターへ！
ＴＥＬ３９６－１５３３
◇参加費 無料
◇その他 動きやすい服装・靴で、飲み物持参。
－２－

お知らせ
当講習会は、手話奉仕員を養成するためのものです。手話を学ぶことの他、受講生が地域のろう者と知り
合うことも目的の一つとしています。そのため、地域のろう者等も講師として指導を行います。

入門クラス(昼・夜共通)
□対象・定員

市内在住、在学、在勤の方（高校生以上）で、①初めて手話を学ぶ方
②入門クラスの受講が 2 回目の方 ※各クラス２５名

□講習期間・日時・回数・受講料
7 月 19 日(火)～2 月 28 日(火) 全２５回

受講料：２，５００円

★昼クラス 10:00～12:00（市民センター他） ★夜クラス 19:00～21:00（社会福祉センター他）
□主な講習内容 あいさつ、名前、趣味、仕事、数字、日時、手話の文法、ろう文化の理解 他
□申込受付 6 月 1 日(水)～6 月 30 日(木)必着 申込書に必要事項を記入の上お申し込みください。
※申込書は社会福祉協議会にあります。ホームページからダウンロードも可。
□問合せ 〒１８９－００２２

東村山市野口町１－２５－１５

東村山市社会福祉協議会 基幹相談支援センター 手話講習会担当
TEL：０４２－３９４－６３３３ FAX：０４２－３９３－０４１１
社協ホームページはこちら

E-mail: syuwa@hm-shakyo.or.jp

朗読劇の会

ゼルコバ

ZELKOVA

『３つのあやしい物語』🍂🍂🍂

―東村山市民によって発足した朗読劇の集団―
今回のゼルコバは３つのものがたり(『桃太郎』・『狐』・『赤いろうそくと人魚』)を朗読劇でお届けします。
どれも単純な童話ではありません。少しあやしく、そして大人も楽しめるお話です。
日時：2022 年 6 月 25 日(土)

1 回目 ： 13：００開演(開場 12：30)
2 回目 ： 15：３０開演(開場 15：００)

会場： 東村山市秋津公民館

(秋津文化センター内) 東村山市秋津町２―１７－１０

料金： 一般 ８００円 小学生～高校生 ５００円 親子割(大人 1 人・子供 1 人)1000 円 未就学児無料
お申込み方法： 全席要予約です。 当日空席があれば入場可
チケットフォームからお申込みください
→http://www.quartet-online.net/ticket/3ayashiimonogatari
電話でも受け付け可能 TEL： ０８０－６６３１－５４８７ (担当 山田)

ＬＩＮＥやＺoom を使って、人とつながってみませんか
－オンラインおためし講座－
コロナ禍でなかなか人に会えず、何もできない･･･
そんな環境を、オンラインを使って少し変えてみませんか？

日時：７月 1２日（火）13 時 30 分～15 時
開催場所：社会福祉協議会 地域福祉活動室
対 象：スマートフォンを持っていて、メールは使えるが、ＬＩＮＥやＺＯＯＭを使ってみたい方。
参加費：１００円
申込み：ボランティアセンターまで、参加希望日をお伝えください（定員１０名）。
メールまたは電話でお申し込みください。
Mail vc@hm-shakyo.or.jp TEL 042-396-1533
受 付：６月１日（水）より
－３－

ゲストティーチャー交流会

報告

３月３１日、福祉学習にご協力いただいているゲストティーチャーの皆さんの交流会がありました。
令和３年度の活動を振り返って意見交換を行う中で、皆さんが共通して感じている「子どもの反応」、
「課題」などが見えてきたように感じます。また、今年も南台小学校の副校長先生にご参加いただき、
先生からの生の声も伺うことができました。
児童にとって実体験は大切。福祉学習の体験

福祉学習の場で出会った児童が中学生にな

は子どもたちの将来につながる学習だと考え

った今も街中で声をかけてくれます。

ています。

些細な会話ですが嬉しいです。
視覚障害者友の会

南台小学校 平松副校長先生

熱心な先生がいるなと思っていたら、ご

障害も千差万別。児童に伝える際、障害は

自身も東村山で福祉学習を受けたと話して

こうだと決めつけないように注意していき

くれました。福祉学習は福祉への第一歩で

たいです。
福祉さんき会

すね。
福祉さんき会

渡辺さん

編集
後記

を数えた方がいい」と、自身が伝えた言葉

ができない中、知恵を出して子どもたち

を、卒業式で下級生に向かって伝えてくれ

に伝えました。体で感じたことの印象が

たと聞きました。嬉しいです。

強いようです。
さつき２９４

熊澤さん

最近、30 代～ 40 代の方々とお話する機会が増えました。自ら地元で活動する場を作り、夢や思いを楽しそ
うに話している姿はとても眩しく見えて元気を頂いています。私もできることを探してみようと思います。
( 本町 H.T)

社会福祉法人

東村山市社会福祉協議会

〒 189-0022

東村山ボランティアセンター

東 村 山 市 野 口 町 1-25-15

ＴＥＬ 042-396-1533

開所日

秋さん

コロナ禍で装具を使った高齢者疑似体験

「できないことを数えるよりもできること

増田さん

服部さん

ＦＡＸ 042-393-0411

月～土曜日（祝日を除く）9:00～17:00

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

twitter @welcomehmvc

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

→
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