やよい
ボランティアコーナー

２０年のあゆみ

役員体制の変遷
平成四年 （開設時）
会 長 長原みさを
副会長 轡田 安
石川 学
庶 務 佐野 静子 望月 昭子
会 計 吉岡 和子 原
昌子
監 査 佐伯美弥吉 中村 茂夫
相談役 佐野 忠平 小川 高史
金子 正夫 牛窪 正三
大野田太一
平成七年
規約改正「副会長を３名とする」
会 長 長原みさを
副会長 轡田 安
石川 学
原
昌子
庶 務 佐野 静子 望月 昭子
会 計 日下 恭子 蓮 紀美子
平成十五年
規約改正 庶務を若干名とする
会 長 石川 学
副会長 佐野 静子 蓮 紀美子
前田 輝五
庶 務 伊藤 和子 北田 洋子
茂木 晴子 和賀 宣子
宮嶋 澄江
会 計 豊田 明香 桜下美地子
平成二十四年 （現在）
会 長 佐野 静子
副会長 蓮 紀美子 前田 輝五

集

後

記

庶 務 北田 洋子 茂木 晴子
宮嶋 澄江 高橋カツ子
会 計 豊田 明香 和賀 宣子
監 査 原
昌子 轡田
安
相談役 長原みさを 加藤 洋右
北田 武夫 萩尾 孝之
原
利夫 藤井 正剛
小澤
巖 金田一 栄

編
・ 役員 全 員で 取 り組 み ま した が 、慣
れ な いこ と をや り まし た の で、 と ても
苦 労 しま し た。 ２０ 年 間 の活 動 を拾
い 出 す過 程 で、 石 川前 会 長 の折 々 の記
録には感慨ひとしおでした。
・ 原 稿を お 寄せ い ただ き ま した 大 勢の
方々には心より感謝申し上げます。
・区民活動
センターの
秋山様、地
域の宮嶋様
には、実務
面で大変お
世話になり
ました。あ
りがとうご
ざいました。

佐野

二十周年を迎えて
会長

静子
平成四年 六月二日、 役所、関
係機関、地域の民生委員や、町会有志、ボランティ
アのご協 力を頂き 、やよいボ ランティ アコーナ ー
が開設さ れました 。開設当初 は、施設 見学や、 研
修会等の 勉強会に 出席しなが ら、ボラ ンティア の
ノウハウ を学びま した。二十 年前を振 り返って み
ますと、 食事づく りや、部屋 の掃除、 高齢者の 話
し相手等 、個人援 助が多く、 障害のあ る学童を 学
校から児 童館への 送迎や、高 齢者施設 への車椅 子
介助等が 長期に渡 り、コーデ ィネータ ーが、メ ン
バーの調 整にご苦 労された事 を思い出 します。
その後、 介護保険 が導入され て、高齢 者にも徐 々
に理解さ れたので しょうか個 人援助の 数も減少 し
てまいり ました。 それに並行 して、ボ ランティ ア
活動の内 容を変え ながら、地 域の皆さ んとの交 流
の場を地 域センタ ーに置き、 大きく輪 を広げ、 楽
しい会食 会を開始 しました。 現在は、 三つの会 食
会を中心 とした活 動も定着し ており、 参加者の 嬉
しそうな 笑顔に出 会うと、こ ちらも尚 一層元気 を
もらいま す。やボ コ会員は、 自分の健 康維持の た
めにもこの先、三十周年を目指して頑張りますと、
話し合っ ておりま す。 ここ に二十周 年を迎え 、
これ迄支 えて下さ いました関 係者の方 々に、心 か
ら感謝申 し上げ、 今後ともご 支援ご協 力を、お 願
い申し上げます。
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やよいボランティアコーナー
２０周年記念誌制作委員会
協力 弥生区民活動センター
制作

家庭で出来る介護

川端福子
１１。２

介護教室

湯川恵子・瀧島都子
健康学習会
「老年の心と体、その健康管理」

大橋晴夫
１２・２

介護保険のしくみ

木内浩
１８・１

災害で高齢者を孤立させないために

池上美喜子
１８・８

介護保険について

木内浩・志田久美子
みな さまは、地域 の高齢者の 方の役に立 つた
め、 食事会を始め られたこと を契機に活 動を
始め られました。 そして、現 在も食事会 や無

ディクラブ（ニコニコクラブ）主催やボコ・共催弥生地域センター

加され る側も、迎 える側も楽 しそうに過 ごさ
れてい るその光景 は同じ “
地 域の活動” をし
ている 私たちにと っては理想 の光景であ り、

ベタニアホーム（江古田３丁目）、やよいの園
（弥生町３丁目）、小淀ホーム（中央１丁目）、
やよいほうむ（弥生町２丁
目）、ゆりの木中野（弥生
町５丁目）、ふじみ苑（弥
生町５丁目）、鐵庵（弥生
町３丁目）、あずみ苑（本
町３丁目）マ・メゾン（弥
生町２丁目）。

百名 を超える食 事会を継続さ れている ことで 料相 談、講演会な ど、多くの 社会奉仕活 動を 羡まし くさえ感じ ます。これ からも笑顔 溢れ
す。参加者の笑顔や笑い声が忘れられません。 続け てこられ、そ うした活動 は、地域の 方も る活動 を続けてい ただき、地 域の方々の 拠り
三 つめ は、 車い す研 修会 を継 続し て年 回 必 楽しみの一つにされていると伺っています。
所であり続けてください。
1
ず開 催されてい ることです。 安全に活 動する 一人 暮らしの高齢 者や高齢者 だけでお住 まい
（社 ） 東京 都 レク レ ーシ ョ
ために車いす研修を行い、
の方 、障害のある 方など、周 囲の少しの 気遣
ン協会 公認講師
車イス で地域を回ること
い、 見守り、ちょ っとした手 伝いで、安 心し
湯川 恵子
で地域にボランティアコー
て暮 らし続けるこ とができる 方が、地域 には
二 十周 年お めで と うご ざ
ナーの ＰＲをすることに
たくさんお住まいです。一人でも多くの方が、 います。「自分にやさしく、他人にやさしく、
もつな がり、会員が地域
住み なれた地域で 、長く、健 康に、安心 して 気持ちいいが目安です。」と始めた椅子体操。
を知 る良い機会 にもなってい るようで す。中 暮ら し続け、ます ます活気あ ふれる弥生 地域 最初は 一階の畳の 部屋。参加 者が大勢に なり
野社 協では、地 域担当職員が 参加させ ていた とな るよう、私も ともに取り 組んでまい りま 三階の 洋室へ。初 めの頃は、 心細さから か、
だいています。笑って、おしゃべりしながら、 す。 最後に、みな さまの多年 に渡るご活 躍を 堅い表情。回数を重ねる度にやわらかく変化。
みん なで学ぶこ とを伝統のよ うに継続 されて 続け られてこられ ましたこと に敬意を表 しま 大きい 声で唄った り、笑った り、お茶飲 みな
いるようです。地域の「ふれ愛！たすけ愛！」 すと ともに、やよ いボランテ ィアコーナ ーの がらの お喋り、今 は皆友達で す。多くの 方と
は、 このような 時代だからこ そますま す求め 益々 のご発展と皆 様のご健勝 、ご活躍を お祈 出会い 、そして別 れもありま したが、今 も昔
られ ています。 地域に「や・ ボ・コ」 ありと り申し上げます。
も変わ らないのが
いわ れるご活躍 を今後も大い に期待し ていま
中 野区 本町 地域 包括支 援 皆 さ ん の 暖 か い 笑
す。中野社協も地域担当の伊平美穂を中心に、
センター 管理者
顔です。
皆さ まともに地 域の福祉活動 推進を進 めてい
この笑 顔が，私を
條
光雄
きます。
育てて くれ、エネ
南部すこやか福祉センター
ルギー の源です。
地域 支援 担当 副参 事
これか らも皆さん
が元気 でいられま
杉本 兼太郎
す よ う！ やボ コ
の会の ご活躍をお
祈りいたします。

談と しても本当 に心強いパー トナーで す。
二つ は、七夕会 ・クリスマス 会・ひな まつり
の三 大交流会と して、地域の 高齢者を 対象に

＊杉の子弥生事業所→平成７年１２月から開始
クリスマス会に手作り昼食と豚汁のプレゼン
ト。その後クラブ活動指導 毎月１回。
他に通所生達と一緒に作業の手伝い 随時
＊小淀ホーム→平成９年８月から開始。
クラブ活動（書道、茶道）の手伝い毎月４回
他に納涼会、配膳、車いすの清掃、話し相手、
＊その他 やよいほうむ→平成１７年４月から
開始。 散髪の手伝い 毎月１回

やよいボランティアコーナー
活 動二 十周 年お めで とう ご
ざい ます。 やよ いボランテ ィアコーナ ーの
行事 に参加させて いただくと 、目に入っ てく
るの は参加されて いる方の喜 びに満ちた 笑顔
と「 もう忙しくて 大変よ」と 言いながら も笑
いな がら手を動か しているメ ンバーの姿 。参

学
見
設
◎施

会
流
交
者
援
支
設
◎施

援
応
設
◎施

やよ いボ ラン ティ アコ ー
ナー が発足から ２０周年を迎 えられま したこ
とを心からお喜び申し上げます。

湯川恵子講師を迎える
１４・４月から

開始毎月第２木曜日（８月を除く）茶菓子代１００円
１３・１１・８

平成１９年９月から毎年１回実施。施設
応援に行っている協力会員と役員で情報交換現
在に至る。
「家庭で出来る介護」（センター内和室）
会員がモデルになって実技の体験を実施。
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１０・２

１１・３

堀江玲子
高齢者の料理「やよい会」
８・２

増田
第２回ボランティア体験の話
５・１２

大川浩正。宮崎芳子
ボランティア体験事例の話
平成５年１２月

師
講

会
習
会・講
修
研
日
月
年

演

会

日時（平成）
14.2.14

１０周年 元気になる話
明るい街づくりのためのボランティア活動

大岡

平八郎

三好

良子

元力士武蔵川部屋落語協会

八王子高齢者活動

コーディネートセンター
産業能率短大

村診療所医師

地域で明るく元気に暮らすには

中村

洋一

17.11.11

噛んで、元気に

山内

幸司

歯学博士
中野区歯科医師会医師

穴田

規子

アシストなかの
権利擁護センター

18.11.17
19.11.15
20.11.7
21.11.9
22.11.5
23.11.15

成年後見人制度（もし認知症になったらどうする）

老人ホームの選び方

中村

寿美子

みんなで知ろう認知症（認知症てなあに）

右馬埜

節子

健脳体操（体を動かし、脳をきたえよう）

西山

真紀子

はつらつ健口生活

あなたが主役

白田

心も体も元気！介護に頼らない身体づくり

湯川

ケアマネージャー

洋右

16.11.10

加藤

15.11.11

三遊亭歌武蔵

笑ってふれあう会（落語を聞く交流）

介護情報館長
ゆりの木中野
認知症デイホーム
日常ながら運動
指導員

千代子

東京医科歯科大学
歯学部歯科衛生士

恵子

東京都レクリエーション
協会公認講師

◆ バ ザ ー ◆
◎ 記念すべき出来事 ◎
地域との交流を密にするため、 平成４年６月２日
発会式
地区祭りに福祉バザーで参加。
４年７月１０日
開設記念の会
品物は地域の方々のご好意で寄付
９年７月２４日
５周年記念 地域交流会
していただき、活動資金に使用さ
南中野・鍋横・東部・桃園各
せて頂きます。
ボランティアコーナーをお呼
バザー会場風景

２２年５月

びして、映画と式典
小淀ホームから感謝状と記念品

２３年１２月２０日第６０回東京都福祉大会に於いて東
京
都知事感謝状と記念品
２４年６月１６日 ２０周年記念行事式典
「てんてこ一座」の特別公演
◆ バザーの歴史 ◆
平成６年１０月 やよい地区まつりに参加し、弥生地域
センター前にて実施以後毎年継続。
・平成１４年１０月からは やよい地区まつり会場が向台小
学校にまで拡がり、向台小学校校庭にて実施、現在に至る。
・平成１７年、１９年 中野新橋商店街のイベントに参加
して実施。
5

てんてこ一座公演から

最近のやボコお知らせ版から

やボコ通信創刊号（平成4年6月）
4

朝日ヶ丘町会長

15.2.7

講師（氏名・所属）

弥 生ボ ラン テ ィ
ア コ ーナ ーが 二 十
周 年 の節 目を 迎 え
る事 が出来 ました。 これも一 重に支 え
て下 さいま した関係 機関、協 力いた だ
いた 地域の 皆様のお 陰と心よ り御礼 申
し上 げます 。ヤボコ の活動は 高齢者 の
方に 何か役 立つ事は ないかと いう話 し
合い が発端 でした。 食事会 で一同 に
会し てなご やかな一 時を過ご してい た
だく のが良 いのでは とスター トしま し
た。 その結 果、好評 を得る事 が出来 、
活動 にはずみが つきまし た。地域の 七
十歳 以上の方に 声かけし 、七夕会、 ク
リス マス会、ひ な祭と食 事会を開催 し
てい ます。毎年 好評を得 て序々に参 加
者が 増え、百二 十食分を 作るまでに な
りま した。今で は活動の バリエーシ ョ
ンも増え、相談窓口、ニコニコクラブ、
月一 回のお知ら せ、福祉 施設への応 援
等々 に広がって 来ました 。チームワ ー
クも 良く、それ ぞれの個 性を生かし な
がら 活動してい ます。協 力会員は現 在
百名 近くになり ました。 今後も地域 の
関係 団体と調和 を計りつ つ、気持を 引
き締 めて活動を 続けて行 きたいと思 い
ます。

講

「二十周年によせて」
初代会長 長原 みさを
弥 生 ボ ラ ン ティ ア コ ー
ナ ー を 立 ち 上 げて 二 十 年
を 迎 え 誠 に お めで と う ご
ざい ます。私も 九十才をすぎ 、時には 思い出
の中 に昨日の出 来ごとのよう に鮮明に 思い起
こせ る事もあり ますが、やは り年月の 流れで
物忘 れが多くな りました。 平成四年 にボラ
ンテ ィア活動の 話が持ち上が り、民生 児童委
員が 毎日の生活 規範の如くな っていた 若い自
分に とっては、 花のような時 代だった のかも
しれ ません。 亡き父から「 常に人様 を喜ば
せる ような人間 になるんだよ ！」とよ くいわ
れた ものです。 ボランティア コーナー で一番
始め にとりかか ったことは、 ゴミ出し 、お年
寄り に出来ない こともある、 当番を決 めて引
き受ける、お掃除のお手伝いなどなど。
平成 四年頃、や っと近くの地 域に新設 された
お年 寄りの入所 施設「小淀ホ ーム」の 開設の
お手 伝いに伺う ようになりま した。毎 月発行
され る「やボコ 」通信でご存 知の通り 、当時
から 率先して協 力頂いている 委員の皆 様には
今も 続いている ボランティア 活動です 。長く
続け て頂いてお ります委員の 皆様には 、感謝
の言 葉もござい ません二十年 の歳月に は感無
量の 思いがあり ます 今後と も、弥生 ボラン
ティ アコーナー の一層のご発 展を心よ り願っ
ております

◎
会
食
会
◎

平成９年から毎年実施しています。
３月
・ひなまつり会食会
７月
・七夕会食会
１２月
・クリスマス会食会
（会費５００円）
＊会食会当日は地域の７０歳以上の方
を対象に会食会を実施します。
＊会食後、地域の芸達者の皆さんによ
る余興披露がされます。
☆活動時に協力会員はお揃いの赤いエ
プロンを着用します。

孝

「 やよいボ ランティ ア
コーナー開設の頃」
中野区都市基盤部長

尾崎

お子さ んの小学校 から学童ク ラブへの付 き添
いなど です。弥生 で過ごした ３年間は振 り返
ると懐 かしい思い 出です。「 やボコ」の 活動
を支え られた皆さ んに、心か らお礼を申 し上
げ、「 やボコ」の ２０周年を お祝いいた しま
す。
中野区社会福祉協議会
地域活動推進課長

洋子
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松本

・平１０年３月と８月に、福田好純氏を講師
に迎えて第１回、第２回の講習会を開いた。・
その後、社協職員、吉野浩氏、志田久美子氏
を講師に迎え、毎年講習会を実施してきた。
平１９年から、伊平美穂氏に替わり、継続し
て実施。東京都社協の「こども達へ伝える学
校支援講座」を受講した、轡田紳一・茂木晴
子の両名が講師陣に加わる。・平２２年２月
と１１月の２回、新宿区の東京アナウンス学
院で出前講座を実施。・今年も６月１日に弥
生区民活動センターの内外で伊平氏、轡田、
車椅子講習会風景
二代目会長石川学さんも元気で参加しています。 茂木の３講師の指導の下で実施。

弥生ボランティアコー
ナ ー設 立 ２ ０ 周年 お め
で とう ご ざ い ます 。 心
より、 お祝い申し 上げます。 平成４年６ 月２
日に「 ふれ愛！た すけ愛！弥 生ボランテ ィア
コーナ ー」を合言 葉に、開始 してから２ ０周
年を迎 えられたこ とは、会員 の皆様お一 人お
ひとり が、積み重 ねてきた活 動があり本 当に
素晴らしいことと思います。
現在は７か所となった地域のボランティアコー
ナーの １つとして 、２０年間 継続されて きた
「弥生 ボランティ アコーナー 」、通称「 や・
ボ・コ 」の強みは 、なんとい っても１０ ０名
近くい る会員を維 持している ことではな いで
しょう か。「や・ ボ・コ」が 開設当初よ り大
切にし ながら継続 してきてい るものが三 つあ
ります 。一つは、 火曜日・金 曜日に弥生 地域
センタ ー（現弥生 区民活動セ ンター）で 、毎
回二人 で窓口相談 を継続して いることで す。
中野ボ ランティア センターの ボランティ ア相

◎車椅子講習会

やよいボランティアコー
ナー が２０周年に なると聞い て、弥生の まち
の心 の温かさを思 い、ボラン ティア活動 にか
かわ っているすべ ての方に感 謝いたしま す。
私が 平成４年に当 時の弥生地 域センター 所長
に就いた頃は、前年に都庁が西新宿に移転し、
山手 通りやその地 下を利用し た高速道路 の整
備を控え、本一公園内にあった高齢者会館は、
道路拡幅により建て替えが必要な状況でした。
弥生 地域がその姿 を大きく変 え始めよう とす
る中 で、弥生の七 つのまちが 、相互に支 え合
う仕 組みをつくろ う、支援を 必要とする 人た
ちに援助をしようと、やよいボランティアコー
ナーがつくられました。ボランティアコーナー
の設 立には、多く の方の参加 と準備があ りま
した 。たまたま、 私が所長に なったその 年に
活動 を開始された のですが、 それまでも 地域
で地 道な支え合い の活動があ り、それが 基本
にな って弥生地域 全体を対象 とした活動 にな
りました。町会や民生委員の皆さんをはじめ、
何よ り地域の役に 立ちたいと 活動に参加 され
た方 など、さまざ まな方がや よいボラン ティ
アコ ーナーの活動 を担ってい ました。私 が今
でも 印象に残って いるのは、 高齢者の方 への
食事 会や地区まつ りでのバザ ー、障害の ある

恒例のクリスマス会での光景
左は食事後の余興で有志が「コーラス」を披露、右はボランティアが大車輪で弁当作り。

