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学生×ソーシャルアクション
マッチングパーティー
2 月 13 日(月) 18:00～ 20:00
会場:文京区民センター 3 階 3A 会議室

参加学生大募集
何か活動したい学生と、協働したい企業・団体などが交流できる、マッチングパーティーです。
企業・団体側のプレゼンを聞いた後は、お茶を飲みながら交流します。
社会人の方々との新たな出会い、経験を求めている学生のみなさん、お待ちしています！
※対象：区内在住、在学の１８歳以上の学生
<申込> 2/10までに氏名・学校名・連絡先を添えて下記へ
フミコム（文京ボランティア・市民活動センター）
電話：3812-3044
Email；fumikomu@bunsyakyo.or.jp

ボランティア ・ 市民活動団体助成金
詳しくはＰ.８へ！
申請受付中！！
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ボランティアの力を活かしませんか？
文京ボランティア・市民活動センター
TEL：３８１２－３１１４ FAX：５８００－２９６６

特技を活かしたい！と考えている方、「ボランティアやるぞ！掲示板」に記事
を載せてみませんか？ 掲載を希望される方、また現在掲載されている内容に
変更点がある方、掲載中止を希望される方は、当センターまでご連絡ください。

NEW
昭和の歌謡曲やジャズ、シャンソン
など幅広く歌います
歌唱が得意です。カラオケ関
東大会決勝に出場経験があり
ます。施設等で歌唱のボラン
ティア活動をこれからはじめ
ようと思っています。
火曜の午前中以外は平日、土
日いつでも伺います。利用者
の方と一緒に歌ったりなど、
楽しく活動できたらと思いま
す。お気軽にお問い合わせく
ださい。
（歌姫みっちゃん）
連絡先：当センター

新聞・本・手紙などを
目の前で直接お読みします
最近細かい字が見えづらく
なってきた方や視覚障害者の
方に、朗読ボランティアが目
の前でお読みします。
施設や個人宅にお伺いします
ので、まずはボランティアセ
ンターまでお声がけくださ
い。
（対面朗読ボランティア）
連絡先：当センター

おかめ・ひょっとこ踊り
聴覚障害者と耳の聞こえる人
が参加し、おかめ・ひょっと
こ踊りを施設等に訪問して発
表しています。
☆メンバーも募集しています。
（おかめ・ひょっとこの会
「文福」
）
連絡先：当センター

障害のある方へのパソコン
サポートを行っています
「インターネットってどうやるの？」

点字と触図で、お店のメニューや 「メールをしてみたい」
店内見取り図を作ります！
「マウスがうまく使えない！」

などの相談や、パソコンの操作
目が不自由で点字の情報を読
方法、機器の設置等、障害のあ
むお客さまのために、お飲み
る方に気軽に利用していただ
物やお食事のメニュー、テーブ けるようなサポート活動を行っ
ル・イス・トイレの位置などを
ています。
触図（触ってわかる図）
で表す
定例会場で実施する
「定例サ
店内見取り図を作りませんか？ ポート」
と、
ご自宅に伺ってサ
詳細はサークル・六点会のホー ポートする
「訪問サポート」が
ムページをご覧ください。
あります。
http://6tenkai.com/
詳細についてはお問合せくだ
(サークル・六点会)
さい。
メール：
（文京パソボラン）
tenji610@6tenkai.sakura.ne.jp Ｅ-mail：
電話：当センター
bunkyopasovo@googlegroups.com

※連絡先が当センター以外は、直接お問い合わせください。
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TOPICS

文京ボランティア・市民活動センター
TEL：３８１２－３１１４
FAX：５８００－２９６６
Mail：vorasen@bunsyakyo.or.jp

施設などのイベントで活躍しているボランティア団体の活動の様子をご紹介します。
東洋大学落語研究会

「時そば」を演じる
2 年生の吉村さん

平成 28 年 12 月 22 日 ( 木 ) 湯島高齢者在宅サービスセンター
の望年会で、東洋大学落語研究会のメンバーがボランティアと
して落語を演じました。演目は「時そば」と「子ほめ」です。

「子ほめ」を演じる
1 年生の小川さん

落語が始まる前に「今日は若い人たちが
来てくれたのね。」と話をされている皆さ
んの様子が楽しそうでした。

落語が終わってからは「とても楽しかったです。」「ぜひプロの
落語家さんになってください。」という感想が聞かれました。

おかめ・ひょっとこの会「文福」

会場の皆さんも見ているだけ
でなく、一緒に手遊びをするな
ど、楽しいひとときを過ごして
いました。

江戸太神楽

仙若さん

1 月 18 日（水）区民ひろば（シビックセンター地下２階）
で開催された「ハートフル工房」で、おかめ・ひょっとこ
の会「文福」のメンバーが、会場にいる皆さんに「福」を
お届けする「おかめひょっとこ踊り」を披露しました。
おかめ・ひょっとこの会「文福」は聴覚障害者と耳の聞こ
える人が一緒に活動しているボランティアグループです。
「ハートフル工房」は、障害者
施設の利用者が販売員となり、手
作り製品の販売や名刺印刷等の受
注を行う販売会です。
障害者雇用や就労への理解を深
めることを目的に、区民ひろばで
月に１回開催しています。
次回は２月２８日（火）です。

1 月 19 日（木）老健ひかわしたの新年会で、仙若さん
が江戸太神楽を披露しました。

江戸太神楽・曲芸師の仙若さんは、
国内だけでなく、海外でも活躍されて
いるプロの曲芸師さんです。
プロのトークと曲芸に、会場の皆さ
んから大きな拍手と感嘆の声が上がっ
ていました。
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ボランティア募集
「駒ボラ」 募集
東京都立駒込病院ボランティアサークル
現在、外来を訪れる患者さんのためにボラン
ティアとして活動しています。
これから、ボランティア活動をしてみたい方、
患者さんが治療に専念できるよう、一緒に応援
してみませんか。
◆主な内容
１診療室・検査室・トイレ・売店などの案内
や誘導
２高齢者や身体の不自由な方の付き添い・車
椅子の介助
３問診票記入のお手伝い
４待合室での患者さんの話し相手
◆資格：特になし。ハートさえあれば、どなた
でも歓迎です。
◆活動日：月〜金曜日午前 10 時〜午後 2 時
時間に関してはご相談に応じます。
週一回程度の活動です。
◆場所：都立駒込病院外来
（本駒込３−１８−２２）
◆問合せ：
駒込病院ボランティアサークル「駒ボラ」
ＴＥＬ：０９０-９８０４-４４４５（小西）

運転ボランティア募集
運転ボランティア「ドジ亀 」
文京区社会福祉協議会所有の福祉車両（つつ
じ号・さつき号等）及び会員の自家用車などを
使用し、歩行困難な高齢者及び障害者の外出等
の送迎を行います。
「ドジ亀」に興味のある方、入会を希望する方
は…毎月第 1 木曜日午後 7 時から、区民センター
4 階のボランティア・市民活動センター活動室
で月例会を行っていますのでご参加ください。
◆年会費：2,000 円（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料を含む）
◆申込・問合せ：
運転ボランティア「ドジ亀 」
ＴＥＬ：０９０-９８０４-４４４５（小西）

※連絡先が当センター以外は、直接お問い合
せください。
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文京ボランティア・市民活動センター
TEL：３８１２－３１１４
FAX：５８００－２９６６
Mail：vorasen@bunsyakyo.or.jp

麻雀 ・ 将棋のボランティア募集
デイサービス

だるま

デイサービスの方々と一緒に麻雀・将棋をし
てくださる方を募集しています。
◆日時：月曜日〜木曜日
午後 1 時 30 分〜 （1 時間程度）
◆場所：デイサービス だるま
（千駄木 3-42-16 ぱぱす 2Ｆ）
◆問合せ：デイサービス だるま
担当：橋詰
ＴＥＬ：３８２３−７７０５

文京空手教室の
事務系ボランティアスタッフ募集
TEAM 空

主な作業は、新メンバーの登録とニュースメール
配信などです。
また、イベント時にお手伝いいただ
けると助かります。子供が好きで、地域社会の活性
化に興味がある方だと更に嬉しいです。
◆コミュニティの活動日時：
＜日曜空手道倶楽部＞
毎週日曜日 午後３時３０分〜５時３０分
＜夜9時までの子育て支援＞
毎週水曜日 午後５時４５分〜９時
◆コミュニティの活動場所：
＜日曜空手道倶楽部＞文京区立第九中学校武道場
＜夜9時迄の子育て支援＞NPOカフェ 風のやすみば
+文京区立林町小学校
◆募集人数：若干名
◆オリエンテーション：事前にご説明します。
◆申込締切：随時募集
◆申込・問合せ：Web、
メールなどにてご連絡くだ
さい。
ホームページ：http://disneysquare.wixsite.com/
team-ku/location-c2ua
メール：bunkyokarate@gmail.com

「ぼらんてぃあニュース」の印刷・封入ボランティア
＜日時＞
印刷：２月２７日（月）午後１時 30 分〜
封入：２月２８日（火）午後１時 30 分〜
＜場所＞ 当センター

イベント情報

文京ボランティア・市民活動センター
TEL：３８１２－３１１４
FAX：５８００－２９６６
Mail：vorasen@bunsyakyo.or.jp

第 11 回ワークショップ

触図ってなに？
テーマ「花鳥風月」
視覚障がい者が触れて読む『点字』、触って
わかる絵や図＝『触図』。
目の見えない人、見える人、誰もが触って見
て楽しめる展示と体験が好評のワークショップ
「触図ってなに？」第 11 回は、花鳥風月がテーマ。
日本の美しい自然を、「触図＋点字」、タクタイ
ル（浮き出し ) 文字を使って表現した作品を展
示します。
体験コーナーでは、カード作り体験とアイマ
スク体験をご用意。触ってわかる、楽しい絵本
もありますよ！
◆日時：2 月 17 日（金）午前 11 時〜 午後４時
◆場所：文京シビックセンター 1 階
アートサロン（春日 1-16-21）
◆費用：入場・参加ともに無料

リフレッシュメイク！
心や外傷に悩みをお持ちの方、メイクの力を
使ってみませんか？しみやあざ、外傷でお悩み
の方は、隠すメイクができます。また心の悩み
で引きこもりがちの方は、眉を整えたり、口紅
やチークを使った明るいメイクで気分が変わる
かもしれません。
メイクの力をぜひ感じてみてください☆
◆日時：2 月 6 日（月）午後 1 時 30 分〜
◆場所：当センター活動室
◆費用：１回 500 円程度
（化粧品代等の実費分）
◆問合せ：当センター℡ ３８１２ー３１１４
◆ホームページ
http://sites.google.com/site/refreshmaketomoko

ていきたいで

在宅福祉活動研修 公開講座
す！

お掃除講習会
発足 25 周年記念展示
文京区を拠点に、点訳・触図制作を行うボラン
ティア団体「サークル・六点会」は、1991 年に
発足し、2016 年秋に 25 周年を迎えました。こ
れまでの沿革、主な点訳・触図制作についての
展示を行います。

《主催》サークル・六点会
hrrp://6tenkai .com/
サークル・六点会は文京区を拠点にして、
点訳・触図製作を通じて、視覚障がい者の
サポートと交流を図り、「視覚障がい」へ
の理解を深める活動に取り組んでいます。

《協賛》：株式会社シード
コンタクトレンズのシードは、商品を通し
て、お客様の「見える」をサポートすると
ともに、視覚障がいの方の”見える”もサポー
トしています。六点会と作成した、触って
分かる絵本やパズルを使ったゲームで、視
覚に頼らない世界を体験してみませんか？

お掃除の基礎・必要性を学びます
お掃除のコツを知り、ご自宅で、ボランティア
活動に活かしてみませんか！お掃除グッズのプレ
ゼント付！
在宅福祉活動者向けの研修ですが、住民参加型
家事支援サービスへの参加促進のため一般の方へ
講座を公開します。
◆日時：2 月 23 日（木）午後 2 時〜 ４時
◆場所：アカデミー茗台 学習室Ａ
◆講師：株式会社ダスキン 小松 拓也 氏
◆申込締切：２月 16 日（木）
◆定員：40 名
る学生が多く在
（応募者多数の場合は抽選）
◆申込・問合せ：
事前に電話で下記まで
地域福祉推進係いきいきサービス
TEL：５８００−２９４１
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フミコム

のページ

★フミコムパートナーの活躍紹介 Vol.4★
文京学院大学人間学部コミュニケーション社会学科
一般社団法人「てらまっち」理事

古市太郎

助教

さん

フミコムパートナーは、フミコムのイベント企画や実施・運営の協働、フミコムの認知向
上のサポートをしてくださる区内の活動者さんたちです。パートナーの地域での活躍を特
集していて、今回は第4回目です。

古市

太郎

（ふるいち たろう）さん

大学で、現代社会における
地域コミュニティの再生を
研究。地域づくり研究にも
関わる一方、自分の住んで
いる地域で、地域の方と一
緒に学習支援活動を実施
している。

■フミコムパートナーとして一言
いろいろな人をフミコムに呼び込むシス
テムづくりが必要だと思っています。フミコ
ムができて1年。繋げていく仕組みが少し
ずつできているように感じています。
「フミコムには何かあるよ！いってごら
ん」という後押しをしていきたいです。

◎学習支援の活動
～1月26日から、
3か所目の拠点がオープン～
文京区でも、「様々な理由」から、通塾
できなかったり、「様々な支援」が必要な
子どもたちが区内に点在しています。課題
を抱える子どもたちを学習支援につなげる
方法を検討し、5年前から「てらまっち」
に関わり、3年前に生活困窮者自立支援法
の設立の学習支援を受託し、一般社団法人
化しました。駒込地区、千石地区に加え、
3か所目が音羽地区にオープンしました。
昨年4月のフミコムの「オープニング・ウ
イーク」で、武蔵野会・リアン文京の方々
と知り合ったことがキッカケで企画を実現
することができました。
◎「様々な」子どもへの支援
文京区にも国際化の波が押し寄せ、
「ルーツ系学習支援」が必要となってきて
います。新宿区で2008年から活動している
「みんなのおうち」小林晋子さんと出会い
ました。そこでは、単なる就学支援ではな
く、生活支援までをも視野に入れた取り組
み準備をしています。

第11回 フミコムCafeのお知らせ

ブームで終わらせない支援!
～学習支援編～
フミコムcafeは、ゆったり話
を聴きながら「今までつな
がっていなかった方がつな
がる“キッカケづくりの場”」
です。

日時：2月22日(水) 18:30～20:30
費用：無料
ゲスト：古市太郎×小林晋子
会場：文京区民センター 地下1階 フミコム 活動室C
(文京区本郷4-15-14)
申込：原則不要(手話通訳が必要な方は(2/5)までにお申し込みください)。

ぼらんてぃあニュース

第9回

フミコムcafe

報告

12/19 (月)実施

フミコムcafeは、様々なテーマの話をききながら「今までつながっていなかった方
がつながる“キッカケづくりの場”」です。第9回は実際に活動されている方が、今後
の展望を話題に交流できる場として開催しました。

今回は事例提供なく、参加者同士が自身の活動についてや、2017年度の活動の展望につ
いてを話しました。熱い議論が交わされ、熱気溢れる交流会となりました。
最後には数名に抱負を発表(発表しなかった方には記入)いただき、2016年のフミコムイ
ベントの締めとさせていただきました。以下に一部のご意見を紹介します。

参加者の皆さんの「2017年の活動の展望」
・イノベーター支援の枠組みづくり。
・文京区に新たな価値を作る担い手になる。
・実際につながった人々と実行に移す。

参加者の皆さんの「2017年の抱負」
・ひたすら走りきる。
・文京区内で、たくさんの人と出会いたい!!
・皆さんの“縁結び”役になりたい。

がんばる!

展示のご案内
文京ボランティア・市民活動まつりに出展した
「公益財団法人日本広告制作協会」さんの作品
を、フミコムの交流スペースに展示中です。
これは、当日参加した子どもが自由にデザイ
ンしたイラストをベースに団体の「ローボノ支
援隊」のデザイナーがカード化したものです。
その作品45点を2枚のポスターにしてあります。
ポスターは2月末日まで展示の予定です。この
機会に是非お越しください。

６,７ページの記事に関するお
問合せは「フミコム」まで
電話:3812-3044

ぼらんてぃあニュース
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文京区社会福祉協議会からのお知らせ
ボランティア ・ 市民活動団体助成金 受付中！！
区内で活動しているボランティア・NPO 団体などが行う、“ 地域に根ざした活動 ”を
支援することを目的とした助成金です。
※詳細な助成金の内容については、助成金実施要領・手引きなどをご覧ください。
★地域貢献事業費助成
・対象団体：法人格を持たない非営利
活動団体または NPO 法人
・助成金額：助成対象経費の 3 分の 2
までとし、1 団体 10 万円を上限

★スタートアップ支援助成
・対象団体：2９年 4 月 1 日現在で
設立 2 年目以内で、法人格を持た
ない非営利活動団体または NPO
法人
・助成金額：1 団体 10 万円を上限

◆応募締切

２月 24 日 ( 金 ) 午後５時厳守 （初めて申請される団体は 2 月 6 日（月）までに
ご相談ください。）

◆申請方法

必要書類をそろえて、下記まで申請ください。なお、実施要領・手引き・申請書などはセンター
窓口配布または HP からダウンロードできます。

※この助成金は、歳末・地域福祉たすけあい募金を活用しています。

文京ボランティア ・ 市民活動センター
活動室等、 利用できる設備についてお知らせ
社会福祉協議会 文京ボランティア・市民活動センターでは、以下の貸出を行うこと
で地域活動を行う団体を応援しています。貸出については利用できる範囲があります。
詳しくはホームページをご覧ください。
Ａ 文京区民が利用できる設備
①図書・ビデオ（ボランティア・市民活動に関する図書・ビデオ等を２週間まで貸出します。）
②高齢者疑似体験セット・白杖（学校や地域で福祉の知識を学ぶ目的を持った団体が対象です。）
Ｂ ライト会員が利用できる設備、範囲

（規定の条件を満たし区内において非営利の地域活動を行う団体で、社会福祉協議会の審査により承認を受けた団体）

①Ａの設備
②文京区地域活動情報サイト「どっとフミコム」への情報掲載
③ポスター・チラシの配架
Ｃ スタンダード会員が利用できる設備、範囲
（規定の条件を満たし区内において地域活性化・地域課題を解決する活動・社会貢献活動を行う非営利の団体で、社会福祉協議会の審査
により承認を受けた団体）

①Ａ・Ｂの設備、範囲
②活動室（A/B/C）・朗読室・点字室・印刷室（リソグラフ・オルフィス・A１プリン
ター・折り機・ラミネーター）

申込・問合せ
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市民活動支援係（文京ボランティア・市民活動センター）
FAX：５８００－２９６６
TEL：３８１２－３１１４
URL： http://www.bunsyakyo.or.jp
Mail ：vorasen@bunsyakyo.or.jp

