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今年も『ボランティア基礎講座』全３回 終了しました！

受講生

・必ず声を掛けてから動かすこと・急発進

は禁物・ゆっくりとスタートする・動かし

逆に健常者は生活しづらい事になる。障がい

いのある人たちばかりの生活する町の中では

る。会場内に設置した段差や坂道を越える

いすは初めてという受講生が体験してみ

た時はブレーキを必ずかける、が基本。車

ている間も状況に応じて声を掛ける・止め

というと目、耳、手、足など体の不自由さを

のは力任せではうまく動かせず四苦八苦の

ボランティア基礎講座 第１回目
あじさい会館６階展示室

思い浮かべるが、そうではなくて環境の障が

様子もみえた。

７月６日（土）午後１時半〜４時半
名が〝障がいって何？〟〝車い

いが身の回りに多いということだ。色々なと

～障がいとは何か？～

い」と開会の挨拶から始まった。

ためにも是非ボランティアを始めてくださ

ます人材が期待されています。自身の健康の

ています。世の中は高齢化社会になり、ます

髙橋会長から「市社協の協力で毎年開催し

内先生も弱視だそうだ。その見え方も人によ

注意、協力をしなければいけない。講師の谷

つだ。障壁のない共生社会にするように皆で

かないように広く空けておくなどもそのひと

用の駐車場なども、まわりに余計なものを置

ていくことが大切である。スーパーの車いす

ころでバリアフリーが進むように環境を変え

押す人の大変さもわかった。などが聞けた。

す人の意思の疎通が大切だ。道の悪い所を

低いので景色が違って見えた。乗る人と押

最後の感想では…車いすに乗ると目線が

後ろ向きで押すかといった注意も必要だ。

動かした。少しの坂道でも前向きに押すか

周りを２班に分かれて先生の指示に従って

そして実際に外に出て、あじさい会館の

す体験と介助〟の２つのテーマを学んだ。

『障がいの社会モデルから考える』と題し

って様々でまわりの人への説明もむずかし

たにうち たかゆき

て、桜美林大学准教授の谷内孝行先生による

い。自分がこうしてほしいということを具体

ボランティア基礎講座 第２回目

（植野）

講義。どういうことが障がいなのか、どんな

ことで社会生活に不便があるのかを考えてみ 的に頼んで周りに環境を整えてもらうことが
る。グループワーク形式で４、５人に分かれ、 大事とおっしゃった。

日（土）午後１時半〜４時半

いれる。グループで見せ合う。障がいとは「な

○○である』の○○の中に自分で思う言葉を

る、安全な車いす操作についてと緑風園の紹

み緑風園の染谷圭子先生と大岩智輝先生によ

後半は車いす体験と介助。神奈川県立さが

基礎姿勢を学ぶ「人と人とのかかわり」

＊講義

講師 稲富正治先生

７月

に」？「どこ」にある？…絵を見てその中に

介。緑風園は南区麻溝台にあり、肢体不自由

（川崎 幸 クリニック 臨床心理士）

～車いすに乗ってみましょう～

障がいと思われるも

の方が生活している。デイサービスも利用で

第２回目の基礎講座前半は恒例の稲富先

用意されたＡ３用紙の上半分に『障がいとは

のを探す。足回りが

き、ボランティアさんも様々たくさんいる。

生の講義と、後半は「ささの会」による実
車いすには大きく分けて、介助者が押すも

紹介をしながらこれまでの様々な経験を基

稲富先生はまず臨床心理士としての自己

さいわい

人。

対人ボランティア活動で大切な

市民会館２階 第２大会議室

不備、階段、エレベ

お祭りなどの行事もいろいろあり、ぜひ来園

技となる。受講生は
のと乗車している人が自身で操作するものが

にした対人援助者としてのコミュニケーシ

おおいわとも き

ーターがない、字が

していただきたいとのこと。
次にビデオを見

ある。今回は介助者が押すものについて学ぶ。

２０

そめやけいこ

読めないなどをみつ

１３
る。仮想だが、障が

ける。

『障がいとは○○である』を
グループで考える

—１—

２５

①ストレスが起きるのは人間関係から。

つか取り上げた。

としてあげて話された。その中から興味深い点をいく

ョンの取り方についてご自身の数多くの体験談を例

と話され少しの勇気をだして手助けすることがとて

・やさしく声かけをして助けてあげてほしい。

ほしい。

・勇気を出し一歩踏み出して、ぜひ声をかけてあげて

を駅などで見かけた際には、

目をつぶった状態で歩く体験をする。会場の部屋を出

次に実技になり受講生が二人一組になって一人は

も大切なのだと思った。

②いじめた人は忘れてしまうが、いじめられた人は忘
れない。

③相手（利用者）に思っていることを十分に吐き出さ
せるのが良い。

ます。

（小林）

れた点字があったが、初めて気づいた。有難うござい

缶ビールやジャムの瓶には商品を示すため打ちこま

通の体験となった。ささの会の方が展示用に用意した

があったとしてもどんなに怖いことかが受講生の共

をつぶって歩くということが例えパートナーの助け

て階段を降り、外へ出て、左右に曲がったり、ベンチ
④本人のダイレクトな感情を汲み取る。
⑤相手の話は耳を使い、目を使い、心を使って聴く。 に腰掛けてみたりした。筆者もかって経験したが、目
⑥話を聴くときは柔らかな表情で聴く。優しさや誠実
さは相手に安心感をもたらす。
⑦何かをしてあげる、ではなくそこにいて真剣に聴
く、そして寄り添うということ。

⑧自分の取っているコミュニケーションについて反
省してみる。おざなりにならない様にするため。

人を見かけて 〇家族の介護

を経験して 〇車の運転が好

き 〇相手との関係が大切〇

正確に読むために工夫（音訳）

〇安全第一 〇相手の方から

元気をもらう 〇相手の家族

の方が喜んでくださるのが私

の喜び 〇ありのままを受け

入れるよう心がけている（傾聴） 〇日程を考えながら

いろいろやりたい 〇家族の理解と協力を得て少しだ

けがんばる等々皆さんの発表を聞いていて、 年以上

活動している人も始めたばかりの人もボランティア活

動に対する思いは同じ。やさしさと相手との信頼関係

だと感じた。

第３部はコース毎に分かれて説明と相談になった。

夏休みをはさんでほとんどの講座が秋から始まる。す

でに何かのボランティアをしている方も数名おられ、

（三十尾）

実習や実技で具体的な勉強をしてボランティア活動の

第一歩をふみ出してほしい。

ル？とも言えるカーネルおじさんの像は、

ボランティア養成講座 第３回目（最終回）

が 2003 年に制定。店の看板？アイド

利用者と対人援助者とのスムーズなコミュニケー

ションを行う上に大切なことを学んだ。

日（土）午後１時半〜４時半

ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

７月

月 9 日に生まれたことを記念して、日本

＊実技 「視覚障がい者との接し方」

あじさい会館６階展示室 出席者

あるカーネル・サンダースが 1890 年 9

—２—

発表者の皆さん
左から磯崎さん、門倉さん
加藤さん、長谷川さん、日高さん

ケンタッキーフライドチキンの創業者で

名

相模原誘導グループささの会会員

今回は３部構成で進められた。第１部はコース別講

第２部は現在活動中の５名が「私とボランティア活

まず、ささの会の肥田さんが視覚障がいについて

動」というテーマで活動を始めたきっかけ、活動を通

座開講予定の外出援助、音訳、高齢者支援、福祉車両

見えるのかを知る。かけてみ

して得た喜びやむずかしさ、受講生の方に伝えたいこ

と、視覚障がい者の現状を詳しく話される。その後疑

ると目に白くもやがかかり

となどを発表。発表者は磯崎さん（外出援助）
、門倉さ

（HP で確認してくださいね）
小倉画

の運転・介助、傾聴コースの内容の説明と、ボランテ

字がぼやけて見えた。白杖は

ん（音訳）
、加藤さん（福祉車両）
、長谷川さん（高齢

あえて赤にしました。(^^)

似体験としてロービジョンと言われる弱視を体験す

視覚障がい者のシンボルと

講師の稲富先生

１０

店が赤のイメージなので、

ィア協会、社会福祉協議会の紹介があった。

しての働きもするとの話が

者支援）
、日高さん（傾聴）
。その内のいくつかを紹

本来は白いスーツですが、

るメガネが配られ、メガネをかけてみるとどんな風に

でた時に白杖を持って歩く

９月９日、カーネルズ・デー。

２０

介する。〇リタイアして通っていた体育館で車いすの

小倉義男

２０

障がい者が困っている様子

９月の記念日は？
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１階は「おもちゃもったいないセンター」で使わな

玄関前には「おもちゃもったいないセンター」と「お

えた親子が何組も環境情報センターに入って行った。

らの交差点で信号待ちをしていたら、大きな袋をかか

は相模原おもちゃドクターの会。ウェルネスさがみは

たいないセンターとおもちゃの病院。運営しているの

いるおもちゃの交換会と修理。その名もおもちゃもっ

センターで毎月第４日曜日に開かれて

今月の訪問先は相模原市立環境情報

受付でカルテを作成。その場で修理不能のものは入院

を分解修理中。机の脇には各自持参の大きな工具箱。

ドクターさん７名がそれぞれのテーブルでおもちゃ

２階は「おもちゃの病院」になっていて、おもちゃ

場者があるそうだ。７名のスタッフが活動していた。

目とのこと。とても盛況。１回に１５０～２００名来

寄付する団体に託しているそうだ。オープンして６年

ケー。なかなかもらい手が現れないおもちゃは海外に

３００Ｐまで。使わなくなったおもちゃの寄付もオー

ント券でほしいおもちゃと交換する仕組。１Ｐ１円で

で査定してもらいポイントを付けてもらう。そのポイ

お子さんもいるそうだ。まず持参したおもちゃを受付

このおもちゃで遊ぶのが楽しくて一日中遊んでいる

けで開催している。市外から交換に来る人もいる。こ

もちゃもったいないセンターは環境情報センターだ

ルスクエアなどで日を決めて活動しているそうだ。お

—で誕生し、現在は地区の子どもセンターやリサイク

日時 毎月第４日曜日 午前

場所 相模原市立環境情報センター

☎０４２ー７５６ー３１３０

連絡先 代表中山英夫さん

もらえたらいい

て誰かに喜んで

で今度持ってき

パズルがあるの

積木やジグソー

供や孫が遊んだ

我が家にも子

動だとおもった。

にもやさしい活

ボランティア活動グループ訪問記

くなったおもちゃの交換会が開かれていた。赤ちゃん

治療。ドクターさんが自宅へ持ち帰り修理完了時点で

おもちゃもったいないセンター＆
おもちゃの病院見学

もちゃの病院」ののぼり旗が出ている。

生が２名参加していて、それぞれ受付を手伝ってい

おもちゃの病院

ちゃや絵本を捨てないで他の人に使ってもらう、自分

る事業なんだなと思った。自分が使わなくなったおも

時～午後３時

主催 相模原おもちゃドクターの会

＊おもちゃもったいないセンター＆おもちゃの病院

（小林・三十尾）

２階のおもちゃ病院ではおもちゃ
ドクターがそれぞれのテーブルで
患者さんの分解修理中。
患者は縫いぐるみやアンパンマン
のシャワーなどさまざま。カルテ
もちゃんとある。

分け作業は、絵柄を見るなど楽しさがある。

いて良かった。力になれたらいい。＊テレカの仕

＊久々の参加だったけれど、みんなテキパキして

れど楽しかった。＊配置などを工夫してできた。

良くできた。 ＊２回目の参加。数字は苦手だけ

ができた。＊最初不安だったけれど、思ったより

＊緊張していたけれど、協力して終わらせること

作業現場からの声をお届けします。

ただき、皆さまのお手元にお届けできています。

ーションの皆さんに発送作業のお手伝いをしてい

ぼらんてぃあ通信は、毎月、若者サポートステ

ぼらんてぃあ通信発送作業から

リサイクルスクエアでも開催）

（他におもちゃの病院は地区の子どもセンターや

１０

「相模原おもちゃドクターの会」

から小学校低学年が遊びそうな、
なつかしい木の積木、

連絡してくれるそうだ。お風呂で遊ぶアンパンマンの

も異分野の方も皆さんおもちゃに愛情をこめて、おも

た。修理が終わるのを待っていたお子さんの手には１

年に上

これからも
よろしく

—３—

なと思った。

ミニカーや変身人形などが所せましと並んでいる。

シャワーのおもちゃは内部がサビついていて、細かい

よしなり

ここでおもちゃもったいないセンターの担当・吉成

部品がたくさんありとても大変そう。チーフの安田さ
んによると環境情報センターだけで１回に５０個近

さんにお話を伺った。
相模原おもちゃドクターの会
（代
表中山英夫さん）はボランティアでおもちゃの病院と

くのおもちゃが持ちこまれるそうだ。

ちゃを治すことが

階で交換してきたおもちゃがあった。近くなので何度

この日はボランティアチャレンジスクールの高校

おもちゃもったいないセンターを運営していて活動メ
名（女性１名）おられる。その道の専門家

好きでたまらない

も来ていますと言う家族もあって、私達広報委員は初

ンバーは

方たちと見受けら

めて参加したけれど子供のいる家族には知られてい

６０

れた。
は平成

で治せないものはドクターさんに治してもらう、環境

中央の立っている
方が吉成さん

鶴間子どもセンタ

１２

ぼらんてぃあ通信
№ 453

ぼらんてぃあ通信
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傾聴ボランティア講座 受講者募集！！
◆市内在住・在学・在勤の１５歳以上
傾聴とは、人の話をただ聞くのではな

◆定員２０人（先着順） ◆受講料 1,000 円
◆申し込み方法

く、注意を払って、より深く、丁寧に耳を傾けることを

FAX・メール・はがきに、

あなたの郵便番号・住所・氏名・性別・年齢

いいます。自分の訊きたいことを訊くのではなく、相手が話した

電話番号（できれば携帯番号も）を記載して

いこと、伝えたいことを、受容的・共感的な態度で"聴く"ことを

申し込んでください。 8 月 30 日着まで受付。

目指します。それによって相手の心が少しでも開放され
るようサポートするのが傾聴のねらいです。

【宛先】〒252-0236 相模原市中央区富士見
６-１-２０ あじさい会館内
ボランティア協会講座係宛

傾聴ボランティア講座の日程と内容

FAX ： ０４２-７５９-７９８２

①9 月 13 日（金）13:30～15:30 市民会館第 2 中会議室

メール： sagamiva@feel.ocn.ne.jp

傾聴の大切さ・技法・気を付けたいことー１

◆問い合わせ：NPO 法人相模原ボランティア協会

②9 月 20 日（金）13:30～15:30 市民会館第 2 中会議室

（月～土 午前 10 時～午後 3 時）

傾聴の大切さ・技法・気を付けたいことー２

電話／FAX ０４２-７５９-７９８２

③9 月 27 日（金）13:30～15:30 市民会館第 2 中会議室
認知症の方への接し方（認知症サポーター講座）
④10 月 4 日（金）13:30～15:30 市民会館第 1 中会議室
講義と実技&活動相談会
８月

一．報告事項

ボランティア協会 ９月の予定
日
６(金)
１１(水)
１４(土)
２１(土)

時 間
内
容
13:00～ 広報委員会ぼら通部会
16:00～ 幸せの黄色いレシートキャンペーン
10:00～ 定例理事会
10:00～ ハンディキャブ委員会
13:00～ 事務局委員会
２４(火) 13:00～ ぼら通９月号印刷
２５(水) 13:00～ ぼら通９月号発送
＊９月２８日（土）はあじさい会館全館休館日で入館不可の為、
事務局は休みになります
—４—

ご寄付をありがとうございました。
皆様のご寄付は当協会の運営に有効かつ大
切に使わせていただきます。
＜７月の寄付者ご芳名＞
６名の方からご寄付をいただきました。
＜７月の寄付金＞
総額 １４,０００円でした。

理事会報告

日（土）定例理事会（理事５名出席）

◆広報委員会

・講座など取材のためにぼら通部会委員が参加、写

日に発行した。

３１

真撮影をする場合は講座担当者が了解を得る。

・わくわく夏号を７月

２７

日に開催する。

、 号車の６か月点検を実施

１１

・広報関係意見交換会を８月

◆ＨＣ委員会

・ハンディキャブ

した。

◆事務局委員会

・次回委員会ではＨＣ委員会との意見調整のため

合同委員会を実施する。

◆講座検討委員会

・春講座の内容を検討している。

◆傾聴委員会

・９月からのコース別講座を傾聴ボランティア講

座として参加者を募集する。

二．検討事項

◆利用者受入に関する課題について

・ＨＣ委員会及び事務局委員会の意見調整等の経

過を了承した。

◆ボランティア協会としての広報について

・広報のあり方を検討するための広報関係意見交

換会開催を了承した。

三．その他

２０

日

時より

１０

◆ほかふれ第３回幹事会 ８月

日（土）

◆相模原市総合防災訓練 ９月１日

次回理事会 ９月

１４

１０

１０
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理事のつぶやき
理事就任一期目を終えて
石関 清美

と…。自己紹介、今後話し合われる事の確認、分
厚い資料を見て、大変なところに迷い込んでし
まった…でした。二回目は私も何か発言しなけ
ればと前日から胸が張り裂けそうな緊張、ドキ
ドキしながらの発言に場違いだったかと後悔が
一年も終わり皆様の話の中に加わることが出

残りました。

理事になり一期目が終わりました。理事の皆様及び

来るようになり私なりに感じた事、疑問に思っ

早いものでボラ協の事を良く分からないままで
担当の委員会の皆様に助けて頂いて何とか大過な

たこと（殆どボラ協の事でした）を話させていた
だきました。有識者のみなさんは私の話を聞き

く過ごす事が出来ました。
私にとって大きな事はハンディキャブ事業で南

地区の利用者受入れ中止でした。長年南連絡所を担 流すこと無くきちんと対応して下さり有難いと
当していた者としては納得のいかないものでした。 思いました。あと３回で終わりますが、ボラ協の
さあ、理事としての二期目。相変わらず女子力

代表として少しはお役に立てばと思います。

ないものでした。力及ばず現在も中止のままですが

はありませんが、少し慣れ、助けてもらうばかり

て市の方々は福祉部長を始め要職にある方々が揃

さんはきちんと背広を着ておられ紳士、淑女、そし

議なのだと緊張が走りました。部屋に入り委員の皆

って出て来られたのは市長でした。これは大変な会

があり少し遅刻、中には入れず外で待たされ、終わ

で引き受けた（ざるを得なかった）ものの初回所用

らず行ってみれば何とかなるだろうと軽い気持ち

事前の引継ぎもなく何をするところかも全く分か

の割り振りなど発起人の皆さんの手助けをして

を持っていただけるように、そして傾聴活動者

としては、利用者さんの話を聞き一時の安らぎ

ハンディキャブ事業の事務処理など。傾聴委員

ャブ利用者早期受け入れの件、長年続けてきた

ボランティア不足の解消と南地区のハンディキ

勢すごく勉強になります。事務局委員としては

変居心地がよく皆さんの仕事ぶり、前向きの姿

ぼら通部会は、理事会とのパイプ役として、大

ぼらんてぃあ通信版
ツイッターコーナー

中山道初めて歩きの旅

白倉 すみ江

事に？『関所』を越えました。歩いてみるととても楽しい。

木曽福島ではまちなかに我が物顔のサル軍団。何とか無

こう」という夫の言葉でドッキドッキしながら先に渡る。

が命の保証はないよ」と言う錆びついた橋を「大丈夫だよ行

やがて中山道中間地点を過ぎ、地元のおじさんが「渡れる

緑（みどり）さわやか巴橋」
。

宮ノ越宿手前の巴淵では夫が一句「川音（かわおと）と若

林。何という美しさ。思わず大きく息を吸い込みました。

のかと江戸の昔に思いを馳せながら峠を越えるとカラマツ

当時は草鞋でここを歩いたのか、この水場で喉を潤した

ながら山中を歩くが辺りの景色に気分は上々でした。

～ンと鳴らし「熊さんお邪魔します」と合図してドキドキし

リアしたと思ったら「熊出没注意」の看板に熊除けの鐘。カ

ところが次の鳥居峠はいきなり急な上り坂。なんとかク

一口。あぁ満足。

期待通りの奈良井宿で、おやきや五平餅を頬張りワインも

いがあり、風情ある宿場町の風景が浮かび思わず「行く～」
。

日、
「今度は木曽路、奈良井宿だけど一緒に行く？」との誘

夫の楽しみと興味がありませんでした。そんな５月のある

夫との旅行は年中行事になっていますが、旧街道歩きは

を始めました。

ハンディキャブ号運転手の夫を追いかけ介助のお手伝い

Twitter

夫の気持ちが少しわかってきました。

また行くことにしよう。次はどんなドキドキがあ

るのかな～。

—５—

しかし運転ボランティア不足の為となれば仕方の
何とか再開の方向に向けて動き始めました。早期の

ではなく新しい理事さんと共に運営に関わって
担当は一期目と同様ぼら通部会、傾聴委員会

いきたいと思います。

再開を願います。
もう一つは外部会議「地域福祉推進協議会」にボ
ラ協の代表として２年間やって欲しいと会長のお

っておられました。出て見れば分かると安易に構え

充実した二年を過ごしていきたいと思います。

達しに「エエッ？」ボラ協からは女性を出して欲し は理事として、また事務局、傾聴委員会は委員と
いとの事で、年４回で２年だから是非にと頼まれ、 しても籍を置いています。

ていたのでＧパン姿の私はなんと場違いなことか
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ボランティアさん募集！
～視覚障がい者卓球のお手伝い～
内 容

視覚障がい者対象のスルーネットピンポンの練習相手
や球拾いなど

＊連絡・問い合わせ先
相模原ボランティア協会あじさい連絡所
電話 ０４２（７５９）７９８２

日 時

毎月第１・第３土曜の１３時から１５時

場 所

けやき体育館２階教養室（体育館の場合あり）

持ち物

タオル・飲み物・動きやすい服装でご参加ください

相模原市社協 中央ボランティアセンター
電話 ０４２（７８６）６１８１

《 ♪ ほかほかふれあいフェスタ２０１９♪ 10 月１２日(土) 》
ボ ラ ン テ ィ ア さ ん 大 募 集 !!
① 前日準備

5名 11日（金）18:00～

② 広場のテント設営

あじさい会館6階展示室

10名 12日（土） 8:00～ 8:30

ウエルネス前広場

③ ホールの準備、手伝い

5名 12日（土） 8:30～15:30 あじさい会館ホール

④ スタンプラリー受付

4名 12日（土） 9:00～16:00 あじさい会館１階ロビー

⑤ 総合案内

4名 12日（土)

⑥ ほかふれカフェ

2名 12日（土） 8:30～15:30 あじさい会館５階(ボランティア活動室)

⑦ 広場、会場整理

5名 12日（土）10:00～15:30 ウエルネス前広場

⑧ 広場のテント片づけ

9:00～15:30 あじさい会館１階ロビー

10名 12日（土）15:30～17:00 ウエルネス前広場

⑨ 展示室の片づけ

5名 12日（土）15:30～16:30 あじさい会館6階展示室

＊連絡・問い合わせ先
相模原ボランティア協会あじさい連絡所 ： 電話 ０４２（７５９）７９８２
《 今月のイラスト

水遊びが最高 》

…夏はやはり

お詫びと訂正
ぼらんてぃあ通信７月号で、２カ所、記載間違
いがありました。訂正してお詫びいたします。
① 4 ページに掲載しました「このマークは何のマー
ク？」の説明が違っていました。
正しくは、
白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げて
ＳＯＳのシグナルを示している視

編集後記

令和が始まり新元号に

関する色々な行事を目に

することが出来て感動し

ました。そして今夏休み

も終わりが 近づきまし

た。毎日家族の予定を聞

いてからの食事の準備も

あっという間に終わりで

す。やれやれ…。 （植）

覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて
支援しようという「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普
及啓発シンボルマークです。
② ３ページに掲載しました「ボランティア活動グ
ループ訪問記」のタイトルが間違えていました。
誤→『視覚障がい者への共感から共生へ！』
正→『聴覚障がい者への共感から共生へ！』

ボラ協会員数 / 正会員 96 名 ・ 賛助会員（個人）1 名 （法人）1 団体 （8 月 19 日現在）
—６—

