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オンラインボランティアまつり
～コロナ禍も

みんな笑顔で

ボランティア～

誰もが楽しめて、ボランティアに親しんでもらいたい。
そんな想いから始まったボランティアまつりは、コロナ禍
でも、工夫をしながら開催しています。
おうちでも観て楽しめるオンラインボランティアまつりに、
ぜひご参加ください！

ボランティアグループの発表・紹介（ライブ配信や動画）

※2021 ボランティアまつり（交流会）の様子です

ゲームなど、お楽しみ
企画も☆

次の①②いずれかの方法でお申込みください。
①Ｚｏｏｍの経験がある方
当日、右記ＱＲコードよりボランティアセンターホームページにアクセス
してください。
②Ｚｏｏｍの経験がない方、メールでの連絡を希望する方
１０月２０日（木）までに、月～土曜日（祝日除く）にボランティアセンターへメールで
お申込みください。件名に「オンラインボランティアまつり参加申込み」、本文に
「お名前・当日使用するメールアドレス・電話番号」を記載してください。
折り返し、Zoom のアクセス情報をお届けします。
☆オンライン（Zoom）が初めてという方やうまく視聴できるか不安という方は、
事前にお試し体験日を設けます。お気軽にボランティアセンターにお問合せください 。

メールは
こちらから

・参加費無料。通信費用はご負担ください。
・コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更や中止する場合もあります。

共催・問合せ

ボランティアグループ懇談会・東村山ボランティアセンター
TEL３９６－１５３３／FAX３９３－０４１１／メール vc@hm-shakyo.or.jp
－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、６

久米川町に住む 70 才の男性です。読書や音楽鑑賞がお好きな方です。車いすを押して、
外出の付き添いをしていただける方を募集しています。
◇日時 月１～２回程度 火曜日の午前または午後、1 時間程度（応相談）
◇行き先 中央図書館、郵便局等
◇募集 1 名

救護施設 村山荘では施設の利用者さんの学習クラブ、陶芸クラブ、日中活動のお手伝いをしていただ
ける方を募集します。
◇内容・日時
➊学習クラブ→ドリル・問題集の答え合わせ等 月 2 回（不定期） １５：３０～１６：００
❷陶芸クラブ→A 経験者（教えてくださる方） B 利用者さんの制作補助（初心者可） 月 2 回 (不定期)
１０：００～１５：３０（昼食持参） ※半日でも可
❸日中活動の補助→作成や散歩等の補助 週 1 回午後（不定期） １４：００～１５：３０
◇場所 救護施設 村山荘 （富士見町２－７－５） ／ ◇募集 各活動数名（学生 OK）

三多摩肢体障害者協議会では、各イベント時のお手伝いをしていただける方を募集します。
①会場準備のお手伝い
◇日時 １0 月 23 日（日） ９：００～１７：００

応募締め切り 10 月 21 日（金）

◇場所 東村山市民センター ２階第３会議室 （集合場所 市民センター内 １階）
◇内容 「全国交流集会（オンライン）」の会場設営、参加者の誘導他
◇募集 2 名

ボランティア活動初心者、学生（１５才以上）OK

②外出時の車いす介助
◇日時 １1 月 13 日（日） １１：００～１６：００ ※小雨実施

応募締め切り 11 月１１日（金）

◇行き先 東京タワー、増上寺 （集合場所 大江戸線「赤羽橋駅」改札口）
◇内容 「２０２２ 出かけよう会」に参加する方の車いす介助
◇募集 ２名

車いす介助経験のある方、学生（15 才以上）OK

★①②共通 動きやすい服装、筆記用具持参、交通費（実費）・昼食（お弁当）あり

かめのこ学級ではレクリエーションなどの活動を通して、知的障害の方といっしょに自立・社会参加の活動で
共生社会をめざしています。お手伝い出来る方の募集をいたします。今年で開設 41 年になります。
◇期間 令和 4 年 10 月～令和 5 年 3 月までの、毎月 1 回～2 回の日曜日（6 回予定。毎年更新あり）
◇場所 東村山市立中央公民館 （本町２－３３－２）他
◇募集 ２名 👉18 才以上で知的障害者青年学級に理解と興味のある方（高校生を除く）
◇申し込み・問合せ 東村山市中央公民館 事業係 ☎０４２－３９５－７５１１ （火～金・９：００～２１：００）
◇締め切り 令和 4 年 12 月 15 日(木) ※今年度中の募集締切日です。
※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。
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この夏、小学５年生から大学３年生までの４３名が、夏！体験ボランティア
（通称；夏ボラ）に参加してくれました。
久しぶりに会えたリピーターさんをはじめ、今年は約半数が初めての参加でした。
猛暑かつコロナ禍ではありましたが、みんな頑張って、楽しくボランティア体験ができたようです。
その様子を一部、お届けします！

思い出アルバム&参加者の感想文

募金箱のデコレーション

デイサービスで特技披露（こま回し）

デイサービスで特技披露（ピアノ演奏）

デイサービスで交流

オンラインおためし講座で
スマートフォンの操作をサポート

募金箱のデコレーション

ゲームの対戦形式で勝負をし
自分が小さい頃から慣れ親し

想像以上に、みんなが話しか

て、２回とも僕たちのチーム

んでいる公園の環境をキレイ

けてくれたことが嬉しかった

が勝ったのでとても嬉しかっ

にすることのお手伝いができ

です。みんなが名前を呼んで

たです。その時に自分のアド

てうれしかったです。

くれた瞬間が、一番の思い出

バイスのおかげ、と言われた

これからも美しい自然が残る

です。

時はとても嬉しい気持ちにな

場所であってほしいです。

（保育園で子どもの遊び相手

りました。

（公園の花壇のお手入れ・

・中学３年生）

高校１年生）

（高齢者のサロンで交流・
中学３年生）

またボランティアしたいな、と思ったら、いつでもボランティアセンターへ来てくださいね！
一回り成長した皆さんを、これからも応援しています。
活動先の施設・団体の皆さま、参加者を迎え入れ、温かく接していただき、ありがとうございました。
（高齢者サロン・中学３年）
－３－

福祉のお仕事体験＆座談会

おためしふくし塾は、福祉の仕事を実際に体験してもらい、職員さんたちといろいろなお話しをする
ことで、福祉の仕事の面白さややりがいを知ってもらうことを目的としています。
今年の「おためしふくし塾」には、２名（高校２年生、大学１年生）が参加してくれました。
今年、体験先としての協力および座談会に参加してくださった
のは、
「救護施設さつき荘（富士見町）
」、
「幼児教室すずめ・つばさ
保育園（本町）」、
「青葉の杜（青葉町）
」、
「中部地域包括支援センタ
ー（野口町）
」のみなさん。８月２２日～２５日の間、参加者は、
さつき荘、つばさ保育園にてお仕事の体験をしました。
8 月 30 日（火）に開催した座談会では、「福祉の仕事」を
テーマに話し合いました。

さつき荘にて、利用者さんとメッセージカード
（装飾）づくりやホーム喫茶のお手伝い

「保育士で大変なことは？」
「将来のために今からしておいた方
が良いことは？」
「どんな時にやりがいを感じますか？」など、様々
な質問に真剣に答えてくれる職員の皆さん。職場も仕事の内容も
違いますが、それぞれのやりがいがあります。

★いろいろなものを見て、人と出会って、経験をしてほしい。
★こういった企画に参加してもらえることが嬉しい。自分にとっても
励みになる。
★自分自身が楽しむことを忘れずにチャレンジしてほしい。
★福祉の仕事は思いどおりにいかないことも多い。皆さんはコロナ
禍で想像もつかないような状況の中で過ごしていると思うが、
その一方で、自分で考えて行動できる力を持っていると思う。
頑張ってほしい。

･･参加者より･･
自分の興味のある分野だけでなく、他の仕
事をしている方の職業についたきっかけや
良かったことなどを聞くことができ、よい
機会になりました。また、一点の分野だけで
なく幅広く進路を考えてみるのも良いなと
思いました。

利用者さん自身が自分でできることはや
り、その援助をしている様子が、ボランティ
アを通して実感することができ、本当に良
い経験になりました。今回の経験を活かし
て大学の授業も頑張りたいと思います。

この「おためしふくし塾」で経験したこと、チャレンジしたことは、何ごとにも代えられない
皆さんの宝物です。これからも自信を持って、夢の実現に向けて歩んでいけますように。
いつでも応援しています！
－４－

🍀☘先輩ママに聞いちゃおう２０２２☘🍀
どなたでもご参加いただけます。支援を必要とするお子さんをもつ保護者の方。特別支援学級・
特別支援学校への入学及び特別支援教室の利用を検討している保護者の方。就学先（小・中・高）を
お悩みのお子さんをもつ保護者の方。 ※お子さんの年齢、所属など制限はありません。
１０月１５日(土) １３：３０～１５：３０

定員 20 名 (事前申し込み制・先着順)

会場： ころころの森 くじらのお部屋 （野口町１－２５－１５）
申込み・問合せ先： 東村山市障がい児保護者連絡会

☎ 042-395-7280

mail: hmy_renrakukai@yahoo.co.jp

主催： 東村山市障がい児保護者連絡会
感染症予防のため自宅での検温・マスクの着用に、ご協力ください。
★出入り自由（部分参加 OK）・子連れ OK(プレイスペースあり)★
障がい児保護者連絡会の活動を Facebook でお知らせしています。➡

スポーツボランティア講習会～体験編～
障がいのある方のスポーツ活動の意義や障害についての基礎を学び、障害のある人のスポーツ活動を共に
楽しみながら支えるためのちょっとしたポイントや様々な関わり方を学びましょう。
《日時》 11 月 19 日（土） 13：00～１６：００ （受付は１２：４５～）
《場所》 東京都多摩障害者スポーツセンター 体育館・集会室

《定員》 5 名

《内容》 『感覚を刺激！リラックスタイム』 に参加してみよう！！
知的障害児者を対象として、様々な用具や道具を使って五感を刺激する教室です。
《申込み方法》 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送・FAX 又はメールにてお申込み下さい。
締切：10 月 18 日（火） (必着) ※受講の可否は郵送にて連絡
《申込み・問合せ先》 東京都多摩障害者スポーツセンター 講習会担当
〒１８６－０００３ 東京都国立市富士見台２－１－１

☎ 042-573-3811

FAX 042-574-8579

mail: tama-ikusei@tsad.or.jp

令和４年度 聴覚障害者のコミュニケーション教室 (事前申込み制)
今年度の聴覚障害者コミュニケーション教室は、オンライン形式(Youtube)で開催します。
《配信期間》 １0 月２２日（土）～11 月５日（土）

受講料
無料

《テーマ》 「共生社会を目指して～誰のせいにもしない～」
《講師》

東京大学先端科学技術研究センター 准教授 熊谷 晋一郎 （くまがや しんいちろう）

《対象》

都内の聴覚障害者 等

東京都中途失聴・難聴者協会 HP

《申込方法》

方法① 特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会のホームページのイベント情報 『コミュニケー
ション教室お申込みフォーム』 から ➡ URL:https：//www.tonancyo.org/
方法② タイトルを「コミュニケーション教室１０月受講申込」として、氏名・メールアドレスを事務局あてに送付
締切：10 月 13 日（木）
《申込み・問合せ》 特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会
☎ ０３－５９１９－２４２１ FAX ０３－５９１９－２５６３

mail: info@tonancyo.org

《主催》 東京都教育委員会 （委託 特定非営利法人 東京都中途失聴・難聴者会）
―５－

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？
ボランティアセンターの職員が丁寧にお伝えします。

1１月８日（火）13：30～15:00
場所：社会福祉協議会（野口町１－２５－１５）
対

象：スマホを持っていて、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、メールか電話で
お申し込みください（定員５名）。
Mail vc@hm-shakyo.or.jp
受

TEL 042-396-1533

付：１０月１日（土）より

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）ツイッタ―

@pontakun_hm

→

☆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－

そもそもスマホの操作がよ
くわからない･･･という方
も、大歓迎です♪
職員と一緒に、チャレンジ
してみませんか（＾＾）

