
特集／地域に探そ 
お父さんの居場所パート2… 1P 
（体験・心得編） 

見たか　おやじの底力  7P 
静岡県静岡市／ますらを倶楽部 

趣味を生かして編  9P 
「一緒に乗馬を楽しもうよ  」 
障害者乗馬介助のボランティア 
東京障害者乗馬協会（TADER） 

スキルを活かして編  11P 
１辺3cmの木が 
子どもたちの感性を引き出す「楽つみ木広場」 
荻野　雅之さん（58歳）　  

勤労者マルチライフ支援事業 実施地域レポート  13P 
出前講座をきっかけに、セカンドライフを提案する団塊世代対策が人気 

勤労者が動けばFUKUOKA（まち）が変わる、JAPAN（くに）が変わる 
7月２３日（日）は「勤マルの日」 

勤めながらのボランティア「一芸ボラ」募集。年に１回でもOK、まずは登録を  

平成１８年度「ワンモアライフ勤労者ボランティア賞」大募集  16P　  

新・自分発見  「情報玉手箱」 17P 
ボランティア募集・イベント情報 
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1 「勤ぼら」 2006年9月新・創刊第10号 

パート2
（体験・心得編） 

導入編（『勤ぼら』新・創刊第8号／通巻44号）では、 

双六風に、地域社会に馴染みのない、 

とくにお父さんたちの居場所探しの入り口までの考え方を整理しましたが、 

今号では、実際に動いて探すときのヒント、心得についてご紹介。 

自身が 
探検しながら、 
動いて探す 

　自転車で、あるいは徒歩で、自分の住む地域を散歩しながら探検してみると、いろいろな施設を見つけたり、NPO法人の看板や

意外な張り紙に出会ったりといった発見があるため、まずは、周辺の探索をおすすめします。 

　公民館や図書館、社会教育関係施設、福祉プラザ（コミュニティ施設）などの相談窓口に出かけて、自分に合いそうなサークル

や講座を聞いて参加するのもよいでしょう。教育委員会や総合スポーツ施設でヒアリングしながら、積極的にコミュニケーションし、

広がりを創り出していくのも方法です。ちなみに、公民館数は全国で約１万8000あり、高齢者だけでも1000万人が、また図書館は

じめ他の教育施設を含めると社会人で何らか学んでいる人は約2500万人とも言われています。 

　地域活動やボランティア活動は、頭で考えている

だけでは何も始まりません。また、学んでから、と学習

ばかり続けていて実際の社会活動に結びつかないケー

スも多々見受けられます。とにかく、自分に馴染むの

かどうか、まず、体験してみることから始めることです。 

　最近では、地域ごとに現役、とくにシニア（中高年）

対象に市民団体・NPO法人などとの情報交換を行う

「お父さんお帰りなさい、パーティー」や、千葉県我孫

子市のように、地域へのソフトランディングを目指すイ

ンターンシップ制度（体験学習）を行っているケース、

団塊世代のための起業講座やボランティア講座など

も多くなっていますから、常にアンテナを張って身近

に同様の試みがあるかどうか探して参加してみましょう。 

頼まれたり、 
誘われたら… 

すごろく 

　何といっても地域社会での主役は女性たち。地域の祭りに妻の友達に誘わ

れて夫婦で神輿をかつぐとか、防犯・防災活動や学校行事に参加してみてはど

うでしょうか。ちなみに、自主防犯活動を行う地域住民・ボランティア団体は現

在約2万団体（町内会・自治会系５３．１％、その他の住民による団体１５.１％、子

どもの保護者による団体１４.２％）で、構

成員数は約１２０万人と言われています。 

　なお、子ども会や町内会、あるいは

PTAや学校行事関連、NPOなどが開催

するイベントの手伝いなど、何かに誘わ

れたり手伝いを頼まれたりしたら、あま

り構えずに「できる範囲で」と断った上で、

まずは参加してみることが地域活動で

は重要です。そうしたおつき合いの中に、

自分の居場所が見つかり、仲間・友人が

できる可能性はたくさんあります。 

とにかく参加！ とにかく参加 

⇒
 

！ 



　タテ型社会
の企業とは違

って、地域で
は人間関係が

対等、つまり
、水平型・

ヨコ型社会で
すから、それぞ

れがもってい
る力を出し合

うことが大切
です。しかし、

その自覚がな
くて切り替え

がうまくいかず
、トラブルメー

カーになり、と
くに、女性

たちから総ス
カンを食うケ

ースもあります
。たとえば、女

性たちにお茶
くみや雑用

を頼む、自分
のやり方を押

しつけて指
示したり命令

口調になる、
名刺や肩書

きをほしがる、
「経理がなっ

てない」「組織
的ではない」

「効率的で
はない」…と

、

あら探しをし
て文句をつけ

るなどなどは、
要注意。 

　さて、さて
、あなたの場

合は？ 

ヒエラルキー
は通用しない

地域社会 

コラム
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　退職後、20年間生きるとして、食事・睡眠時間を除くと1日約14時

間が自由時間という計算になります。「退職して時間ができたら、ぼち

ぼち何かを」と考える男性が多いようですが、本当にそれで大丈夫？

　地域活動をしている女性たちの多くが、夫の意識改革に3年はか

かると語ります。あなたは、地域の図書館や公民館などの公共施設を

知っていますか？　子育て中なら、子どものクラス、担任名は？　教室

や職員室がどこにある？　こうした情報を知らないお父さんって、けっ

こう多いのだとか…。 

　地域にソフトランディングするには、できるだけ早い時期に動き始め

るに限ります。子育て中なら、子どもや家族と一緒に活動しながら、退

職前なら「いまこそ」地域デビューのチャンスととらえて、もうひとりの

自分探し、居場所づくりを 

定年後の自由時間は、40年間の労働時間の約1.3倍 
豊かなライフスタイルを求めて「地域活動」を、もうひとつの選択肢に 

　行政関連や社会福祉協議会、NPOなどが開催して

いるボランティア学習会や体験講座、趣味の会、スポー

ツ関連やイベントなど、気の向いたときに出かけたり、

出身高校・大学はじめ教育機関での市民講座・公開講

座などの中から、自分にフィットしそうな場を模索して

いくのもよいでしょう。 

学習会や講座、 
体験プログラムなどに参加 どこに？　どこで？ 

年間労働時間2000時間×40年＝8万時間 

14時間×365日×20年間＝10万2200時間 

①教育振興会や学校後援会、PTAの

ＯＢ会など、地域ぐるみで学校を支

援する組織がある場合には、その関

連で企画するイベントなどに参加し

ていく。 

②学校に、すでにおやじの会的なグルー

プや、土日に開催されるサタデース

クールやサンデースクールなどの

組織がある場合には、その中に自分

に合いそうな活動の場を求めていく。 

③防犯・防災活動など、子どもたちや

地域と我が家の安心・安全活動に参加しながら活動の場を広げていく。 

④記念行事やイベントなどに参加しながら、フィットしそうな居場所を目指す。 

⑤行政やNPOなどが主催する趣味の会や学びの会、健康に関するものなどに

参加しながら活動の場を求めていく。 

 

　たとえ、管理職経験者であっても、地域社会では新人だという
心構えが最初の一歩です。NPOなどでは、簡易印刷機を使って
の会報づくりやイベント案内、直接配布や発送作業などの事務
作業・雑用は当たり前です。それらを厭わず、まず作業することが
地域参加への近道なのですが、「自分の女房でもないのに、あれ
これ言いつける」お父さんって、結構、多いのです。不器用であっ
ても、まずは雑用でも何でも一生懸命参加することです。ある大手
企業からNPOに２年間のボランティア休職制度を利用して参加し
た男性は、「自分の居場所を築くために、とりあえずは何もできない
から、コーヒー好きの自分がおいしいコーヒーをいれること、夏場は
冷えた麦茶を用意すること」を半年間心がけました。そんな心遣
いが効き、また、日曜大工が得意だということで、その組織の中に
確たる居場所を見つけて、本人は奮闘中というケースも。 

地域社会では何事も新人と心得るべし 

コ
ラ
ム
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　地域には会社社会とは別の仕組みやルールがあるということをまずは知って

おくことが重要です。なぜなら、地域にはさまざまな職種、キャリアをもった人々、

つまり、多重多層な人々が「生活者」として暮らしており、一様ではないからです。

また、意思決定などがヒエラルキー型の企業に比べて、地域ではみんなが対等、

つまり、水平型で構成されているということを知っておきましょう。 

 探す際の心得は 
「自分探し」を念頭に 
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　地域には会社社会とは別の仕組みやルールがあるということをまずは知って

おくことが重要です。なぜなら、地域にはさまざまな職種、キャリアをもった人々、

つまり、多重多層な人々が「生活者」として暮らしており、一様ではないからです。

また、意思決定などがヒエラルキー型の企業に比べて、地域ではみんなが対等、

つまり、水平型で構成されているということを知っておきましょう。 

 探す際の心得は 
「自分探し」を念頭に 

　対人関係で
は、「してやっ

ている」という
意識が強く、「

こ

んなにやって
あげているの

に心を開いて
くれない」とグ

チ

や不満につな
がることもあり

ますが、それは
、“やってあげ

ている”側が
上であるとい

う意識、傲慢
さのなせるこ

と。

たとえ、どんな
状況になろう

とも、人間に
は尊厳があり

、誰

でも誰かの役
に立ってこそ

の喜び・生き
がいが保てる

と

いうもの。少し
時間をかけて

、結論を急が
ずに、できるだ

け、

相手のできる
ことを引き出

しつつやって
もらった上で

、そ

の代わり、「私
は○○でお返

しさせて…」
といった心遣

い

も地域活動で
は重要です。

 

「してやって
いる」という

傲慢さ 

コラム
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「あなたの常識、地域の非常識」 
 にならぬよう 

自分探しのつもりで相談を 

　部下が多い人ほど直接自分で電話をかけた経験がないらしく、

いきなり用件を切り出して「失礼ですが、どなたでしょうか」と問

われただけで怒り出すなどという笑えないケースも多々あります。

切手も貼らずに郵便物を

投函してしまって、その

回収にみんなが大慌てし

たり、コピーやファックス・

パソコンの操作が分から

ずに何でも人頼みといっ

た面々もいます。こうし

たコトは、後々の活動の

妨げになるために心して

おきたいもの。 

　どんな社会であってもリスク管理は重要ですが、かといっ
て、それらを理由に何もことを起こせないのも問題です。「こ
うあるべき」「ことが起きたときにどうするのか」「失敗は許
されない」と、正論を武器に足を引っ張る人が多いのも事実。
また、「○○と△△の組織（団体）との了解を得ないと何も
できない」といった慎重派もいますが、整理もせず（できずに）
正論を振りかざして歩み寄ることなく、側面だけをみている
ことは損と心得ておきましょう。 

リスク管理を盾に、文句ばかりの 慎重派は、地域ではノー 

コ
ラ
ム
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　地域活動やボランティ

ア活動未経験者は、何が

やりたいのか分からない

人が多いものです。そん

な場合は、自分探しをす

るつもりで相談してみる

のがよいでしょう。また、

資格や専門的な知識が

ないとできないと思いこ

んでいる人も多いのですが、資格など何もなくても、たとえば、子

どもを見守る、高齢者の話し相手になる、囲碁や麻雀の相手など、

その気になればいくらでもありますから、気楽にボランティアセン

ターなどで相談することが大切です。 

パート2
（体験・心得編） 

！ 

市民活
動・ボラ

ンティア
 

市民活
動・ボラ

ンティア
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　とくに団塊世代対象に趣味の情報を提供するサイトなども増えていま

すから、インターネットを糸口に情報を得るのも方法です。 

　また、最近、大人のための音楽教室が人気です。ちなみに、ヤマハ音楽

教室の場合、グループレッスンが中心ですが全国１７００ヵ所で約１０万人が

受講。カワイ音楽教室は個人レッスン中心で、全国約１２００ヵ所で約3万人

が受講していますから、そんな角度から探していってもよいでしょう。 

　一方、壊れたおもちゃを修理するおもちゃドクターも人気です。そうし

た趣味や特技が活かせるボランティアの養成講座を受講して楽しみなが

ら地域活動を行ったり、ＩＴを活用してシニア情報アドバイザー制度を学

びながら参加していく方法などもあります。 

 

まずは、 
“自身が楽しいこと”が 

持続の秘訣 

　「何かお役
に立つことが

あれば…」「
困っている人

を支えた

い」という気持
ちで活動を始

めたとしても、
受け入れ先に

とけ込

めなかったり
、当事者とうま

くいかなかっ
たりといったケ

ースもよ

くあることです
。たとえば、「

何日の何時に
何を」と約束

してい

ても、その時
間に現れない

人。受け入れ
先では、その

つもりで

予定を組んで
ますから、連

絡も

なく休まれて
しまってその

穴埋

めに他の人々
が四苦八苦

する

ケースだって
あるのです。

 

　自由意思
に基づくのが

ボラ

ンティアとは
いっても、それ

をは

き違えると、ル
ーズで無責任

な

人という評価
につながりま

す。 

「自由意思」
をはき違える

無責任男 

コラム
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趣味・健康・生涯学習から地域活動に 子ども・学校関連では、地域の親・ 
祖父母として活動する心がけで 

　なお、麻雀やゴルフ、スポーツ、ハイキング、山登りなどを通じて、子ど

もたちや障害のある方、高齢者などに何らかのサポートをしながら自己

実現をはかっているケースもあります。 

　ところで、自治体などが運営する高齢者大学（老人大学）の講座は、全

国で約3万５０００件。名称や内容などは地域によって異なりますが、ほぼ

６０歳以上が対象のところが多く、生きがい対策や生涯学習の一環とし

ての趣味や教室など、1テーマ1～2年を単位として行われており、それ

ぞれ特徴を打ち出しているため調べてみましょう。民間主催の高齢者大

学の場合、年齢制限を設けることなく、有料制の場合が多いようです。 

　いずれにしても、学ぶ中から講座終了後にサークルをつくったり学ん

だことを社会活動に発展させている例もたくさんあります。なお、受講

中でも、事務作業などの係りを分担する場合がありますが、そんなときは、

自分にできることをアピールしつつ積極的に参加していくことが、主体

的に地域活動にとけ込んでいくコツです。 

　小学校数は約2万３０００校あって市民活動の拠点になりや

すく、また避難所としても指定されています。さらに、学校を

開放して生涯学習を実践している例も多くなっていますから、

あなたの住む地域の学校関連情報はおさえておくに限ります。 

　ただし、地域には、子どもがいない夫婦、母子や父子など

のひとり親家庭、子どもや孫が身近にいない人々など、さま

ざまな生活者がいること

を知っておきましょう。 

　いずれにしても、地域

の子や孫たちを、地域の

親・祖父母として見守り

育てつつ、豊かな地域社

会を彼らに残していく、と

いった姿勢・考え方が、重

要です。 

　いずれにしても、地域社会

では、何より、自身が楽しめる

ことでないと長続きしません。

そして、楽しいからこそ、「楽し

さ菌」は蔓延していくのです。 

　自身も家族も周囲もハッピー

になれる、そんなお父さんの

力を地域は待っています。 

⇒
 

⇒
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18年度「さわやか子ども広場」 
（92団体） 

【北海道・7団体】夢工房とむそーやくら

ぶ／青葉地域団体連絡協議会／中島スクー

ル児童館おやじの会／蘭中児童センター

おやじの会／室蘭桜ヶ丘おやじの会／港

北児童センターおやじの会／蘭北児童

センターおやじの会【岩手・7団体】土淵

サポーターズ／桜城小学校おやじの会

／北松園小おやじの会“Daddy Winds”

／仙北クレーマーズ／繋小中学校おや

じの会／松園中学校PTAおやじの会／

下中おやじ・おふくろの会【栃木・8団体】

高根沢町立北小学校親父の会／細谷お

やじの会／ゆかいな仲間ネットワーク／

陽南中親父の会／篠井おやじの会／城

山の子どものサポーター「ゆっくりばこ」

／宝木「親父の会」／体験おやじの会【新

潟・1団体】赤城コマランド【静岡・１２団体】

中田親父の会／西豊おやじの会／西奈

南さわやか子ども広場／麻機小おやじ

の会／安倍川おやじの会／和田島おや

じんの会／清沢てんぐの会／賤北こだ

ま会／しずなん父親の会／清水東っ子

倶楽部／駒越おやじの会／横内おやじ

の会【和歌山・4団体】やったろ会／さわ

やかお父さんの会（宮前小）／木本おや

じの会／めだかの学校【島根・１９団体】

本庄親父の会／川津親父の会／朝酌親父の会／城東親父の会／生馬親父の会／古江親父の会／秋鹿親父の会／大野親父の会／雑賀親父の会／朝日親父

の会／白潟親父の会／乃木親父の会／竹矢親父の会／大庭親父の会／津田親父の会／赤江親父の会／意東おやじの会／出雲郷おやじの会／十神親子会

【高知・7団体】やまももの会／旭ダツドの会／こどものあそび広場／小高坂おとうちゃん会／江ノ口おやじの会／介良校区「父ちゃんのいちご会」／横内小

おやじの会【福岡・１６団体】春日北小おやじの会／日の出おやじの会／天拝小おやじの会／山田さわやか父親サークル／かしいペアレントクラブ／炭都父親

サークル in 手鎌／じゃがいも村／沼小父親の会／横代中学校おやじの会／長尾おやじＯＢ会／企救丘小学校子どもとふれあうフォーラム／ものづくり福岡

／のこのこ会／TASHIMA おやじの会／徳力小父親委員会／おおとり会／小倉北コミュニティ【沖縄・１１団体】高良小おやじの会／銘苅の会／ティーダ会

／ふれあいルームちち子の会／22世紀の会／経塚ゆいまーる会／自然教室さわやか子ども広場／浅野浦の会／仲井真中おやじの会／宇栄原団地子供会 

子どもたちが生き生きすれば、 
それが大人の勲章 

文部科学省の「地域子ども教室推進事業」を受けて、「さわやか子

な遊びや学びの広場を実施しています。１７年度は、実施回数が１０ 

した。地域子ども教室推進事業は今年度８０００ヵ所を予定してい 

パート2
（体験・心得編） 
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【ボランティアセンター（略称「ボラセン」）とは】 
一般的には市町村の社会福祉協議会の
中にあり、ボランティア活動先の情報提供、
紹介、各種講座などを行っており、コーディネー
ターがいるので気軽に相談を。 

■全国社会福祉協議会ホームページ 
　（ふくしのネットワークリンク集） 

　http：//www.shakyo.or.jp/links/ 
　index.html 

【ＮＰＯ・ボランティア関連】 
ＮＰＯなどの相談・助言・情報提供を行うボ

ランティア活動推進機関を中間支援団体
という。民間が設立したもの、社会福祉協
議会が名称変更して設置したもの、自治
体が設立したものなどがある。 

■日本ＮＰＯセンター 
　http://www.jnpoc.ne.jp/  

■東京ボランティア・市民活動センター 
　http://www.tvac.or.jp/ 

■大阪市ボランティア情報センター 
　http://www.osakacity-vnet.or.jp/ 
　index.html  

【防犯防災ボランティア】 

■警察庁-自主防犯ボランティア 
　活動支援サイト 
　http://www.npa.go.jp/safetylife/ 
　seianki55/index.html 

【中高年の生きがい支援をする団体】 

■（社）長寿社会文化協会（WAC）   
　http://www.wac.or.jp/ 
　TEL：03-5405-1501 

■NPO法人ニッポン・アクティブライフ・ 
　クラブ（NALC／ナルク） 
　http://www.nalc.jp/ 
　TEL：06-6941-5448 

【中高年のための趣味で交流するサイト】 

■Re:log（リログ）　http://relog.jp/ 

■おとなのたまり場ボンビバン 
　http://bv-bb.net/ 

【趣味やスキルを生かして】 

■ニューメディア開発協会認定の 
　「シニア情報生活アドバイザー制度」   
　http://www.nmda.or.jp/mellow/ 
　adviser/ 

■「おもちゃ病院連絡協議会」の 
　おもちゃドクター養成講座  　　 
　http://homepage2.nifty.com/toy- 
　doctors/ 

【働く人のためのボランティア情報サイト】 

■「勤労者ぼらんてぃあ・ねっと」 
　http://www.volunteer-net.jp/ 

【さわやか子ども広場】 

■さわやか子ども広場   
　http://www.sawayakakodomo.net/ 

■子どもの居場所づくり 
　（文部科学省生涯学習政策局子どもの 
　居場所づくり推進室）  　　 
　http://www.ibasyo.com/ 

　または、各地の教育委員会に問い合わせを 

ども広場」では、１０道県９２団体が子どもを主体として、大人がそれを支え、さまざま

３１回。参加状況は、子ども5万９４２８人、大人3万５６５２人（うち、男性1万６７４５人）で

 ますから、そんな中から、地域活動に参加していくことも考えられます。 

！ 



　静岡市立千代田小学校（児童数８６０人）は、

市街地に比較的近く、交通の便のよい住

宅地にあり、児童数は年々増加中。地域の

つながりも強く、ＰＴＡ活動は市内の小学

校の中でも屈指の内容との評価も。「ます

らを倶楽部」は、そんな活発なＰＴＡ活動

の枠をさらに超えて誕生したおやじの会。

アイデア豊富なメンバーが次々と企画す

るイベントは、いまや地域の名物行事に…。 

　そこで今回は、ＰＴＡ夏祭りで奮闘する

メンバーに密着取材しました。 

静岡県静岡市 
ますらを倶楽部 

第九合唱に石彫教室…本職を活かした 
お父さんたちのユニークなプログラム 

 

 

 

　今年で１３回目を迎える千

代田小ＰＴＡ夏祭りは、静岡県

警音楽隊も参加し、児童・保

護者や地域の人々あわせて 

１０００人が集まるビッグイベン

ト。町内会、ＰＴＡ・PTAのOB、

ソフトボール・サッカー・キック

ボール等のクラブチームの保

護者が１５の多彩な模擬店を

構える中、ひときわ長い行列

で賑わうブースが…。それは、

ますらを倶楽部の射的コーナー

です。 

　１００円で５発撃てるチケット

８２０枚が、学校を通して事前

に完売。初めての射的に戸惑

いながらも興味津々の子ども

たちに、メンバーが「もっと身

を乗り出して構えるんだよ」「遠慮し

てちゃ、当たんないぞー」と叱咤激励

します。今回初めて、ますらを倶楽部

の助っ人として玉拾いを手伝った３

年担任の先生は「皆さんの熱意には

圧倒されます、本当に素晴らしい」と

感心しきり。 

 

 

 

 

　行動力があり結束も固いといわれる千代田小の

ＰＴＡ活動。役員だけでなく、子どもが卒業して２０～

３０年経つというＯＢまで集まっ

て２０数年前から「藤の木会」

という有志の会をつくって

活動中です。学校の週５日

制が始まるとき、ＰＴＡや藤の

木会のメンバーが月に１回、
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夏祭りで大人気、 
ますらを倶楽部の射的コーナー 

今年6月の竹工作＆流しそうめん教室。
一週間前の準備では、おやじたちは、
切り出した竹の節を丁寧に削り取り、
そうめんがスムーズに流れるよう実験
に実験を重ねて…。 

夏祭りといえば射的 　というお父さん世
代の郷愁が伝わるのか、ゲーム世代の子
どもたちも真剣そのもの。景品のプラモ
デルは寄付。駄菓子などその他の景品は
参加費から捻出して用意。 

自分でつくった 
竹の箸と器 

だから、よけいに、 
おいしい  

全長 
１０数メートルの 
そうめん台が 
３セット。 
圧巻です。 

！ 

！ 



学校開放日を設けて何かやろ

うと立ち上がり、料理教室や

工作教室を開催するなど、学

校と保護者の連携はいっそう

深まっています。 

　そんな環境の中、“おやじの会”

もつくろうという声が上がり、２００３

年７月の夏祭り終了後に、男性保

護者１０数人で「ますらを倶楽部」

を発足。さっそく８月末にきもだめし

を開催したところ、口コミで１４０人

もの子どもたちが集まり、「そんな

楽しい催し物をやるなら、ちゃんと

事前告知して 」と、熱い苦情（？）

　も寄せられたのだとか。 

　ＰＴＡのＯＢや地域住民も巻き込んで、

４０人ほどの組織となり、２００４年から本

格的な活動がスタート。ハイキング、通

学路の清掃活動、夏祭りでの模擬店

出店、きもだめし、竹工作教室、草野球

大会など、月替りでさまざまなプログラ

ムが行われ、１２月のクリスマス会では「ク

リスマスだよ全員集合 」と銘打って往

年のドリフターズのコントを再現。ます

らをメンバーでプロのピアニスト平野潤さんの指導で、

ベートーベンの第九をドイツ語で堂々と熱唱しました。

また、年明けの２月にはＰＴＡ会長で、ますらをメンバー

でもある北原昇さんが本業（石材業）を活かして石の

彫刻教室を開くなど、それぞれの得意技がうまく発揮されています。 

 

 

 

 

　２００５年は前年のプログ

ラムにプラスして、メンバー

の親睦を深めるボーリング

大会やソフトボール大会な

ども開き、お決まりの二次会

では酒を酌み交わしながら、

きもだめしの役割分担や衣

装づくり、クリスマス会の

出し物などについて語

り合いました。会長の

杉本護さんは「飲み

会での思いつきや提

案がそのままカタチに

なっている。飲んだ勢

いで、できそうもない

ことを言ってしまっても、なぜかちゃんと実現できている。それが

この会の不思議な魅力」と笑います。 

　２年目のきもだめしには３００人、草野球や竹工作教室にも１００

人と、かなりの規模の参加です。「子どもたちは、これが、ますら

を倶楽部のイベントだとは意識していないでしょう。面白そうな

企画で、世話してくれるのがお父さんたち、といった程度の認識

だと思うけど、それで十分。これだけ集まってくれるというのは、我々

の自信です」とメンバーは口々に語ります。 

 

 

 

 

　今年赴任したばかりの吉田誠校長は「Ｐ

ＴＡの活動は負担が重い、と思われがち

ですが、ここではＯＢも含めて学校を生

涯学習の場として、ＰＴＡの仲間を生涯

の友として大切にしてくれている。素晴

らしいことです」と評価します。 

　来年は創立100周年という節目を迎える千代田小。ますらを

メンバーもきっと何か、面白おかしく、心に残る感動的な催し物

を披露してくれるでしょう。 

 

 

！ 

！ 
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２００７年は創立１００周年、 
何かドデカい仕掛けを― 

飲み会での思いつきが、 
ちゃんとカタチに… 

夏祭り射的コーナーを担当した１５人のうち、反省会に集まった“ますらを”たち。 
猛暑の祭りの後のビールは堪えられん ！ 

市街にある、小高い谷
津山から竹を切り取って、
昔ながらの遊び道具を
つくる「竹工作教室」も
人気で、８０人が参加。 

 ますらを倶楽部（会長・杉本護） 
http://masuraoclub.3rdmedia-jp.net/ 静岡市立千代田小のＰＴＡやＯＢ有志が集まって2003年7月結成。昔ながらの遊びの楽しさを伝えていこうと、ＰＴＡとは別組織のおやじの会としてスタート。できることを、無理せず、自分たちも楽しみながら、子どもと一緒に遊ぼうというのがモットー。「射的」「きもだめし」「竹工作」「草野球」「流しそうめん」等が人気。活動資金は、参加費が基本で、足りない物資は、メンバーが家庭や勤め先から持ち寄ります。現在の会員数は37人。 

（取材・文／鈴木  真弓） 

３０℃を超える炎天下でテン
トの中は蒸し風呂状態。お
やじの背中にも汗がにじむ
…。揃いのＴシャツは、倶楽
部発足当時のＰＴＡ会長が
被服販売の仕事をしており、
寄付してくれたもの。 

ますらを倶楽部の杉本護会長（左）
と千代田小ＰＴＡの北原昇会長。 

「祭りはやっぱり夜じゃなきゃ
～」「酒が飲めない祭りな
んて祭りじゃないよ～、今
度は９月に夜祭りだっ」と、
おやじの本音バクレツ。 

この日は 
命中率がやや 
低調。ついつい 
見かねて手を出 
すおやじ。 

１００人分のおなかを 
満たす大がかりな仕掛け。 

何と、そうめんは 
１５０パック用意。 

2月に行われた草野
球大会。ますらをメ
ンバーには現役草野
球チームの選手も多
く、指導はお手の物。
女の子にはクリケット
のようなバットで楽し
めるよう工夫して。 

夏祭り射的コーナーを担当した１５人のうち、反省会に集まった“ますらを”たち。 
猛暑の祭りの後のビールは堪えられん ！ 



 
１５分の騎乗を終えて
馬に「ありがとう」と人参
をあげる直哉くん。「うま
く乗れると得意そうなの。
背筋も伸びてびっくりで
す」とお母さん。親子
共々、乗馬の楽しさに
ハマっています。 

東京障害者乗馬協会（TADER） 

かっこいいよ～、いい感じ～と 
みんなで声をかけて 

 

 

　障害のある人が乗馬を楽しめるよう手助けする乗馬ボランティ

アは、野外活動や動物、人が好きであれば、乗馬経験がなくても、

初心者でもＯＫ。手助けする人をTADERではヘルパーと呼び、

馬の前を歩くリーダー、両側につくサイドウォーカー（ＳＷ）の３人

体制が基本です。左手のＳＷは乗り手や馬の様子を見ながら的

確に指示する必要があるため経験の長い人が、初心者は右手

について、馬の呼吸を身近に感じながら一緒に歩きます。ここで

は、障害者も健常者も共に楽しみ、「できることを、できるときに、

できるだけ」無理なく参加することがモットーです。 

　障害者乗馬は、障害のある人がスポーツの楽しさを味わいな

がらバランス感覚を鍛えたり、乗馬体験の喜びや爽快感、馬に

話しかけて上手にコミュニケートすることで自信がついたり、普段

使わない筋肉を動かすことによってリハビリ効果につながります。

ボランティアとの会話も精神面で効果があるのだとか。 

 

 

 

　今回の木曽馬乗馬会の参加者は４人の障害者会員とその家

族、ボランティア・スタッフあわせて総勢２１人。TADERでは、み

んながさまざまな役割を担っています。あいにくの小雨でしたが、

馬上の秋草直哉くん（７歳）に「ナオヤ～、かっこいいよ～ 」と声

をかけるのは水野副会長。乗り手の技術と体調、SWとの相性、

ボランティアの経験度を考慮して練習メニュー表をつくり、騎乗

者もボランティアも満足できるよう、乗馬会をコーディネートする

のが彼女の仕事です。 

　日本の古式馬術を研究しているこの牧場では、木曽馬に乗る

ことができます。木曽馬はやや小型のがっしりした馬で、馬体が

幅広で騎乗位置（体高）が低いため、乗ったときも安心感があり

補助も行いやすいのです。「菊池幸雄オーナーとの出会いがな

かったら活動を続けることはむずかしかった。試行錯誤の１１年」

と渡辺会長。月に２回定期的に、しかも稼ぎ時の日曜日

に乗馬場を借りることができるのもオーナーの理解が

あってこそ。また、障害者乗馬にあった、マナーが良く

て従順で忍耐強い「馬をつくる」努力を重ねてもらっ

たのだとか。水野さんも渡辺さんも下肢障害者です

初心者大歓迎、 
一緒に楽しむことが大切なボランティア 

馬名：宝泉（ほうせん） 

馬名：雲竜（うんりゅう） 

！ 

「より多くの障害者に乗馬を楽しんでもらいたい」と活動を続ける東京障

害者乗馬協会（TADER／テーダー）。かつてはごく限られた人しかでき

なかった障害者乗馬も、多くのボランティアの支えによって、気軽に参加

できるようになっており、ボランティアは、乗馬初心者でも始められるので

す。そこで今回は、富士山の裾野にある「紅葉台木曽馬牧場」で開かれた

乗馬会を訪ねてみました。さて、 

乗馬介助の初心者ボラとは…？ 

2回目参加の冨西薫平くん（4歳）も、楽しそうに手綱を握って「行ってきま
～す 」。リラックスした見事な姿勢に「小さいときから馬にならしておいた
甲斐があったな」と笑いながら見送るのはお父さん。「えっ？」と問い返す
と「競馬 」…、ふーむ、なるほど 

看
板
に
は
、「
甲
州
和
式
馬
術

探
求
会
」
と
並
ん
で
「
東
京
障

害
者
乗
馬
協
会
」の
名
が
。 

手前右から、水野眞澄副会長、
渡辺廣人会長、細川裕史、土
屋佳子、山口陽子、後列右から、
渡邊章、預智子、佐藤華子、遠
藤啓二、三浦広志、新井文吾、
曽根原久美子の皆さん。 

！ 

！ ！ 
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が、共に自身の練習を重ねながら、

TADERでのボランティアを続け

ています。本業を明かせば、水野

さんは建築設計技師、渡辺さんは

大学講師です。 

 

 

 

　TADERでは、乗馬の楽しさを知ってもらおうと、家族にもボラ

ンティアにも乗馬をすすめます。ボランティアのほとんどは勤労

者です。 

　馬のことは何も知らなかったという新井文吾さん（３９歳／セコ

ム勤務）は、新宿から山梨までのマイクロバスの「運転ボランティ

ア募集」の記事で、たまたまTADERと出会い、活動を始めて１０年。

その間に結婚し、時々妻や子どもも一緒に参加することがある

のだとか。「役割を担っていることが、活動を続けるコツかも…」。

いまではなくてはならない経験豊かなボランティアです。何かボ

ランティアをしたいという娘さん

のために、乗馬経験を活かして一

緒に参加した遠藤啓二さん（５１

歳／団体職員）は、「子どもたち

の笑顔を見ていると、馬には“力”

があると感じます。障害者に合わ

せたゆっくりしたリズムがある。み

んながちょっとずつ、できる範囲

で協力していけばいい。同じ体験

をして娘との会話が増えたことが

何よりうれしい」と語ります。「“自

分が楽しい ”が一番。間口は広

く活動は気長に」と笑うのは、お

子さんと一緒に参加して８年とい

う土屋佳子さん。ある時、ケガを

した佳子さんのピンチヒッターで

登場した夫が、初体験で乗馬の

楽しさを知ってハマって

以来、家族の中で

一番熱心に活動しているのは夫の繁さんだとか。 

 

 

 

　最後に水野さん曰く「最初は、ボランティアが疲れないように

と気を遣ったけれど、違う。みんな何かやりたい、役に立ちたいと

思って来る。初めてでもできることはたくさんあるから、どんどんやっ

てもらう。すると、疲れていても、満

足そうないい笑顔で帰っていくの。

障害者乗馬のボランティアといって

も、たまたま障害のある騎乗者、た

またまボランティアというだけで、人

間的に友達になれちゃう。馬が好き、

仲間が好き、結局、みんなそんなと

ころに惹かれて来てくれるのよね」。 

 

 

乗馬の楽しさを知ってハマるお父さんは 
強力なサポーターに 

初心者でもできることはたくさん 
みんながいい笑顔で帰れるように… 

！ 

！ 

（取材・文／中村  泰子） 

 東京障害者乗馬協会（TADER） http://www.asahi-net.or.jp/ ̃gf9t-inue/trda/ 障害者の心身のリフレッシュをはかると共に、誰もがスポーツとしての乗馬を楽しむことを目的に活動。現在、障害者会員約２０人とボランティア会員約８０人が協力して運営。毎月２回の木曽馬乗馬会と月１回程度の世田谷乗馬会のほか、隔月第３金曜日１９時から、初心者への活動内容事前説明や、乗馬技術・リハビリなどの研修会も実施。 
★ボランティア参加者は、新宿からのバス代（レンタカーをボラン
ティアが運転）1000円の他、野外騎乗する場合は2500円。 事務局：東京都渋谷区笹塚1-50-1  笹塚NAビル1F 　　　  エアアロマ（株）内（事務局片岡） 事務局運営もすべてボランティアのため、問合せはメール（tader95@yahoo.co.jp）、ホームページ、またはFAX（03-5452-0708）で。 

 日本障害者乗馬協会 
http://www.jrad.jp/p00.html 
全国には同様のシステムで、乗馬手助けボランティアを募集しているケースがある。内容はそれぞれ確認のこと。 

！ 

 

ボランティアの内容はさまざま。
新人ボランティアも教えてもら
いながら、馬装にチャレンジ。 

片づけもみんなで協力。蹄の裏の土をかき出
してブラシで磨き、身体も洗ったあとにブラシ
をかけて、“丁寧”が馬への愛情。 

シドニーパラリンピックの
馬術競技の日本代表も務
めたという渡辺会長は、
TADERでは多くの障害
者に乗馬の楽しさを伝え
るため、裏方に徹します。 

乗馬体験8年の“クララ”こと細川裕史さんは、馬に乗る際には多く
の手助けが必要ですが（写真左）、騎乗したあとは、足と右手が不自
由な彼のために手綱や馬具に工夫をこら
してあるため、一人で規定演技の練習に

取り組みます（写真右）。 

「現場監督」として乗馬会全体を
コーディネートする水野副会長。 

�

馬名：小鹿毛（こかげ） 
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頑張ってるゾ 

現役  

●　　●　　● 

●　　●　　● 

！ 
３６歳で会社員から木工家に転職した荻野雅之さんは、その後、デザイン 

家具の制作を行っていますが、8年前に考案した「楽つみ木」と、 

それを使って遊ぶ「楽つみ木広場」が全国で評判に。子どもはも 

ちろん、おとなをも夢中にさせるその秘密は？　そこで、小学校の 

体育館を使った親子レクリエーションの様子をレポート。 
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遊び疲れて 
眠ってしまっ 
た子も、素敵に
作品の一部に！?

 

 

 

　7月2日、山梨県北杜市立白州小

の体育館。「楽つみ木広場」の始ま

りです。「さぁ、みんな仰向けに寝

転んで」と荻野さんが言った瞬間、

突然2万個の楽つみ木のシャワー

が降り注ぎました。たちまち広い体

育館にヒノキの香りが広がり、さな

がらそこは緑あふれる森の中。子

どもたちは、素肌に触れた木の感

触に、たまらなくうれしい様子。「う

わぁ、いい香り」「森の中に寝転ん

でいるみたい」「つみ木に埋まっ

ちゃったぁ、すご～く気持ちいいよ」

と、あちこちから歓声が上がります。 

　広場を主催するのは、木工家の荻

野雅之さんで、つみ木も遊び方も、

すべて荻野さんが考案したオリジ

ナルなもの。まず目を引くのがこの

つみ木。1辺約3cm、通常のつみ木

よりも小ぶりで、正方形、長方形、台形の3種類があります。

これらはすべてヒノキの間伐材を利用した荻野さんお

手製。自然の風合いをそのままに活かしているも

のの、実は家具造りの技術を駆使して、４０～５０も

の工程を経て時間と手間をかけて丁寧につく

られているのです。小さなサイズが実はポ

イント。幼い子の手にもぴったりで、しか

もカーブやさまざまな模様が細かくきれいにつく

れるだけでなく、「積みあげるのに時間がかかり、崩

れやすい」ことが、子どもたちの心にある変化をもたらします。

最初は単につみ木遊びに夢中になっているのですが、この１

辺3cmの小ささに、つみ木に対するいとおしさが心に湧き

出してきて、子どもたちはいつの間にかアーティストに…。 

 

 

 

　楽つみ木が生まれたきっかけは、息子さんのひと言から。

毎年、山梨県清里の「ポール・ラッシュ祭」に参加して家具

を出展していたところ、長男の慶昌さん

が、「子どもたちや家族で楽しめるもの

を何かつくってくれない？」と…。 

　そこで、荻野さんは自然とふれあえる

 

らく 

ほ  く  と 

木工家のスキルを集大成して 
オリジナルつみ木を考案 

荻野  雅之さん（58歳） 

子どもたちに降り注ぐ、 
2万個のつみ木シャワー 

 ザザ～っとかけられ、大
喜びで、つみ木に埋まる子
どもたち。 

いつのまにかグループとなって協力して作品づくりに熱中。 

⇒
 

⇒
 



（取材・文／佐々木雅代） 

右から荻野雅之さん、絹代さん、慶昌
さん、手前は５００個入りの楽つみ木 

個別の作品がつながると、ひとつの巨大な作品に。 
この日の参加は、子ども約７０人、保護者３０人。 
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壇上で振り返ると、
そこには巨大なつ
み木王国が出現 
飛び上がって喜ぶ
子どもたち。 

全員で、それぞれの
作品を鑑賞し讃え
合って。 

木のおもちゃをつくることに。「楽つみき木広場」では、楽

しく遊びながら、知らず知らずのうちに子どもたちが、森を

はじめとする自然の偉大さ、それを守ることの大切さ、仲

間をつくることなど、さまざまなことを学べるように荻野さ

んが工夫したものです。論より証拠、ほら、子どもたちは、

いつの間にか楽つみ木に夢中。数人がグループになって、

大作に挑んでいます。 

 

 

 

 「赤いカーペットは“魔法の絨毯”。この上に

乗ると、子どもたちは、芸術家で建築家にな

れる。楽つみ木を通して子どもたちの才能

や感性を再発見し、自らの“子ども力”を自覚することがで

きるんです。おとなも同じ。いつのまにか虜に」と荻野さん。

子どもたちの間を歩いては、一人ひとりの作品をほめ、「さぁ、

みんなで拍手 」と全員に促します。途中で崩れてしまった

子がいると、すぐに駆け寄り、「みんなで励まして」「協力し

よう」と呼びかけます。「人への思いやりがあってこそ、自

然や環境保護も大切にできる。楽つ

み木広場では、“心の環境整備”も

できるんです」。しばらくすると、

「みんなの作品をつなげて

みたら」と、残った楽つみ木で

川や道をつくったり、それぞれ

の作品をつなげていきます。そ

の途中には、花を咲かせたり、魚を泳

がせたり…。 

 

 

 

　2時間経つ頃には、つみ木遊びが作品づくりにかわって

います。楽しさ、喜び、つみ木が教えてくれたこの変化に一

番びっくりするのは子どもたち。「カーペットの上は絶対に

見ないように、壇上に上がって～」という声に従って、全員

が体育館前方の壇上へ。「さぁ、振り

返って、みんなの作品を見ましょう」。

壇上から眺めると、子どもたちが

つくった楽つみ木がひ

とつの壮大な作品となっ

て迫ってきます。みんな、

飛び上がって喜んでい

ます。その後、全員で作

品を一つひとつ鑑賞し、つくった子どもたちに拍手。そして

最後に、全員で崩します。「なぜ崩すか分かる？」という荻

野さんの問いかけに、子どもたちは手を挙げて、「もう1回

遊ぶため」「お片づけするため」と、口々に笑顔で答えます。

つみ木シャワーから3時間余り、いつのまにか子どもたちは、

自然の大切さや仲間を得ることの素晴らしさ、協力するこ

との意義などを感じ取っていたのです。 

　荻野さんは、木工家のスキルを活かすだけでなく、それ

を超えるつみ木のスキルを創り出して、子どもたちの大好

きな遊びを通して彼らの心を育くみながら、地球温暖化防

止にもひと役かっています。 

 

 

 楽つみ木広場 
　デザイン家具工房を営む傍ら、荻野雅之さん、妻の絹代さん、長男の慶昌さんの３人で「つみ木研究所」を運営。趣旨を理解・賛同した上での依頼があれば、全国どこにでも出向いて、自ら楽つみ木とカーペットを持ち込み、「楽つみ木広場」を出前。楽つみ木の販売も行っており、すでに１００を超える幼稚園、保育園、小学校などが導入。 

木楽舎　つみ木研究所 
〒409-3831　山梨県中巨摩郡中央市大田和1965 TEL：055-273-4472　FAX：055-273-4088 http://www.kirakusha.jp/

指示されなくても、 
自発的に片づけを 
           始める子ども 
           たち。 

！ 

！ 

巨大なつみ木王国が完成して、 
館内は大歓声と踊りの渦 
 

人も自然も思いやる 
“子ども力”を引き出す 

子どもたちの 
豊かな創造力 
に、お父さん 
たちだって 
びっくり。 
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報告：菅原進  県社協 PM

みんなが対等で自主的な活動をするこ
とによって、異業種の仲間づくり・場づ
くりをし、培ってきた能力や技術・経験

を活かして「これからだ・人財バンク」に登録。必要なとこ
ろとマッチングしつつ、活動の場や情報提供を行う。 企業のもつリソース（資源）

を有効に活用して施設側
のニーズとマッチングさせ、
事情があって親と離れて
暮らす子どもたちに自然
や温泉を楽しんでもらい、
社員はその世話役ボラン
ティアで参加する。 

出前講座の参加によって、人生設計から
「ボランティアという選択」を考え、何か
をやってみようというきっかけにつなげる。 

寿広園での歓迎あいさつ。ボランティア参加の社員からは、
宿泊体験を通じ、楽しんでいる子どもたちを見ることで感激し、
励まされたなどの声が…。 

 

　勤労者、とくに団塊世代向けに、「あなたのセカンドライフを見つけ

よう」と、企業・事業所や団体に出向いて出前講座を展開。団塊世代

をターゲットにしていることもあって、地元紙からも多く取り上げられ話

題に。出前講座は、必修講座と選択講座（各60分程度）からなり、必

修講座の「こんなに楽しいボランティア」を受講すれば、①財産管理、

②ボランティア体験、③ライフプラン、④健康管理等の講座を自由に

組み合わせて受講することができるというもの。ただし、5人以上を条

件として具体的には相談しながら実施。7月は、岩手県保健福祉部（12

日）を皮切りに、JA共済連（13日）、ソニー千厩（19日）、岩手県環境

生活部（20日）で実施し、計115人が参加。他にも問い合わせあり。 

  「いきいきライフ」を見つけるために、「自分の居場所」や「集える

場」をつくることから始め、肩書き・年齢など一切関係なしに、「素の

自分」として個々人の交流の場づくりを行おうというもの。なお、セミ

ナーや講座を企画して実施するのも自分たちの手でと、「この指と

まれ」方式で運営する。趣味や関心事を共有した人たちが中心とな

るため、旅行やレクリエーション活動などもＯＫ。当面は、10人のキー

マンづくりからスタート。 

　施設の子どもたちに泊まり

がけで自然と遊んでもらおうと、

ビルメンテナンスなどを行う

企業が自社のレジャー施設を

開放して無料で招待したのは、

（株）寿広。勤マル事業の一

環で企業まわりをする中から

実現した企画で、ＰＭがコーディ

ネート。5月13日・14日の1泊2

日で、県下の児童養護施設に

せんまや 

勤マル事業の定着に向けてさまざまなプログラムを打ち出してい

る岩手地区。そのひとつは企業・団体などへの出前講座によるきっ

かけ・気づきづくり。そして、人材を「人財」ととらえる出会いの場

づくり、さらに、企業のもつ資源を欲しい側のニーズと調整・実現

するプログラムなど。今回は、その概要報告を。 

● 

出前講座をきっかけに、 
セカンドライフを 
提案する 

団塊世代対策が人気 

出前講座受講中の 
ソニー千厩の皆さん31名 
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報告者：吉田まりえ  ＮＰＯふくおか ＰＭ 

福岡地区では勤マル事業3年目の集大成として、

勤労者ボランティア活動を“面”としてあらわして

いくために、市内一斉ボランティアを実施する「勤

マルの日」を企画。この「ボランティアどんた

く1000人大行動」と銘打った事業をご報告。 

1年のうち、「7月23日は、みんなで気軽
にボランティア」する日と定めて、一斉
ボランティア実行デーを設け、勤労者ボ

ランティアの気づき・きっかけづくりから定着につなげていく。 

入所している子ども19人と指導員5人を鶯宿温泉寿広園に招待。北

田社長はじめ社員8人がその世話をボランティアで参加。子どもたち

は6000坪の広大な園内で釣りやバーベキュー、バドミントンなどに興

じて思い出づくりに。なお、取引先のアイスクリーム製造業者から、話

を聞きつけてアイスクリームの差し入れというおまけつきも。レジャー

を楽しむ機会の少ない子どもたちに、企業がもつ施設を提供し、社員

がボランティアとして参加するという「本業ボラ」が実現。 

ガーデニングでボランティア／がんセンター
に入院している患者さんが憩う場所“癒し
の庭づくり”のため、花壇づくりを行いました。 

帽子や洋服に 
貼る「勤マル」 
シール（直径３cm）は、参加者の意
識づけやボランティア行事用保険
に加入していることの証に。 

紙すき、せっけんづくりボランティア／臨海リサイクル
プラザで、廃油せっけんづくりや裂き織りを体験。 

あすみん親子で落書き消し／福岡の中心地天神の街、路上にあ
る電柱、配電ボックス、などの落書きをみるみるうちに消していきます。 

 

 

 

 

　この2年間の事業を振り返ってみると、ボランティア活動に参加し

たい気持ちはあっても、何からしてよいか分からず躊躇している人が

実に多い。そこで、「すぐに参加し、誰でもできるボランティアの拠点」

を①落書き消し、②ガーデニング、③森づくり、④リサイクル活動、⑤

干潟のほりほりと自然観

察の5つの「同時多発ボ

ランティア体験プログラ

ム」を準備。さらにもう一

方で、企業が独自に「自

主的に参加できる活動

ボランティア」という2つ

の側面から組み立てたこ

ともあって、企業、家庭

裁判所、建設業協会など

約40社の参加申し込み

があった。 

 

 

 

 

　九州地方は 水警報も出ており、降水確率90％の予報にかかわら

ず、当日は曇天となり、実行を決断。いまにも降り出しそうな天候だっ

たにもかかわらず、拠点

ボランティアの参加者

209人、受け入れＮＰＯ

が93人、企業独自の自

主的なボランティア参

加が約130人と全体で

約430人の規模に。 

　夏休み最初の日曜日

とあって、勤労者以外

にも親子や教師と共に

高校生のボランティア

グループの参加もあった。参加者は、初めてのボランティア活動体験

という人も多く「活動のきっかけがつかめた」「親子でまた参加してみ

たい」「自然の中でリフレッシュできた」といった評価や、ボランティア

活動を通じて「街の落書きの多さに驚いた」「消せて気持ちよかった」

など、それぞれに体験を通じた気づきがあった様子。 

　「勤マルの日」は、これまでの2年間の実績があったからこそ実現した

といえよう。反省点は多々あるが、初めての挑戦ながらも、勤労者にボ

ランティア活動を促すきっかけとして確かな手応えを感じた１日となった。 

働く人々の社会参加・ボランティア活動参加を今年度は全国１０地域で推進している第2期「勤
労者マルチライフ支援事業」（略称「勤マル事業」）。各実施地域では、経営者協会（略称「経
協」）、社会福祉協議会（略称「社協」）、ＮＰＯ法人に2名ずつ配置されたプロジェクト・マネー
ジャー（略称「ＰＭ」）が連携しながら、さまざまなプログラムが組み立てられています。 

勤労者が動けば 
FUKUOKA（まち）が変わる、 
JAPAN（くに）が変わる 
7月23日（日）は 
「勤マルの日」 

岩手県経営者協会 
岩手県社会福祉協議会  ボランティア市民活動センター 
いわてNPOセンター 

TEL:019-622-2732 

TEL:019-637-9711 

TEL:019-606-4610
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報告者：斎藤由夫  とちぎボランティアネットワークPM

勤労者が仕事を離れて、ボランティア活動など自ら関心のある分野

の社会活動に参加することは、在職中の生活の視野を広げ、退職

後の生きがい対策にもつながるとして、栃木県では、現役がボラン

ティア活動に参加しやすい環境を提供する手段、「一芸ボラ」を提

案して実施。多くの参加を呼びかけています。 

勤めながらの 
ボランティア 

「一芸ボラ」募集 
年に１回でもOK、 
まずは登録を   

 

草を刈って森を育てよう／下草刈りや枝落と
しの作業を予定していましたが、雨天のためプ
ログラムを変更し、室内で木工細工を体験 

企業参加の実現 成果 
１ 

企業ボランティア受け入れＮＰＯとの協働体制づくり 成果 
2 

 

　福岡経協のネットワーク中心

に、本事業にこれまで参加した

企業や推進地域協議会委員な

どにチラシやメールなどで広報し、

併せて企業訪問を実施。これま

で相談対応したり出前セミナー

を実施した企業が、「勤マルの日」

の参加に結びついた例も複数

に。また、5つのプログラムが選

択できるとあって、一企業から複数のプログラムへの申し込みも。参

加を呼びかける企業の立場からすれば、社員に自主的な参加を呼び

かけやすかった模様。 

 

 

　福岡地区では、日頃から、複数のＮＰＯに企業ボランティアの受け

入れをお願いし、ボランティア体験プログラムを重点的に実施してき

たおかげで、ＮＰＯ側が、事業趣旨を十分に理解の上、新しい活動者

へのきっかけづくりの重要性を認識し、積極的に協力体制を築いてく

れたことも大きな要因に。 

 

 

 

　3者協働事業を通じて、

企画力、広報力、ネットワー

ク力、組織力など各団体

の長所を事業に活かす経

験となった「勤マルの日」。

①企業とＮＰＯを、②勤労

者と地域を、③人と人をつ

なげ、福岡を元気のある街

にする仕組みとして、全国

的に展開できる成功事例

として定着するよう、次な

る実現を目指したいもの。 

誰でもひとつやふたつ何か秀でている特技
や趣味があるハズ（一芸ボランティア）。そ
んな芸を登録してもらい、一方の「ボランティ

ア求人」をマッチングすることにより、ボラする仕組みづくりを行う。 

小花一雄さん（60歳）から草笛の奏で方も教えてもらっ
て、皆で楽しく和やかに。 

 

 

　では、無芸はどうなるの？　という質問もあるのは当然。人の話をじっ

くり聴ける、人と話したり接するのが好き、という要素だって独善でな

ければ「芸」のうちだから、心配は無用。また、学んでから「芸」をつけ

る機会もあることを前提に、

今回は、「一芸ボラ」活動

をご紹介。 

 
■草笛の優しい 
　音色と共に 
　施設でおひなさま祭り

を計画し、余興で何かやっ

てもらえるボランティアを

というニーズが届き、早速一芸ボラ登録者に連絡。楽器などの演奏

がいいかと思っていたところ、幸い、草笛奏者とマッチングが可能に。

当日の曲目は、まずは、昔卒業式には必ず唄った「仰げば尊し」。同曲

を優しい音色で奏でたり、何曲か続けつつ、草笛の吹き方の講義も

交え、終る頃にはみんながひとつになって和やかに。 

　施設利用者からは、「葉っぱ1枚で素晴らしい音色が出て感動」「もっ

と静かな音色と思っていたら、すごく大きい音なのでビックリ」などといっ

た感想も。 

 

■芝刈りボラ 
　施設でのボランティアニーズを受けて、できそうなのでやってみた

いとの申し出により成立したケース。朝9時に施設で会う約束をして

いたのに、ボランティア当人はすでに自前の芝刈り機のエンジン音を

 

和白干潟のほりほり作業／ 
中止の連絡が行き届かず、現地に集合したメンバー
で植物観察や干潟の耕運作業と生物観察を体
験。初めての体験に、皆、大はしゃぎでした。 

！ 

!

福岡県経営者協
会 

福岡市社会福祉協
議会   

ボランティアセンタ
ー 

ＮＰＯふくおか 

TEL:092-715-0
562 

TEL:092-713-0
777 

TEL:092-732-5
057
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主催：（財）さわやか福祉財団 勤労者マルチライフ支援センター／勤労者マルチライフ支援事業実施地域団体・推進地域協議会／厚生労働省 

平成18年10月１日～31日 

平成18年度 

（財）さわやか福祉財団  勤労者マルチライフ支援センター  TEL:03-5401-2188問い合わせ先 

勤労者の社会参加・ボランティア活動に対する関心を 

よりいっそう高めることを目的とした顕彰事業を、今年度も下記により実施します。 

応募期間・地域限定、対象は勤労者本人（またはグループ）、それを支援する企業等の条件はありますが、 

関係機関等にＰＲしていただけると幸いです。 

■ワンモアライフ賞（個人・グループ） 
各実施地域内での活動が顕著で話題性に富み、他のモデルとなるようなボランティア活動を行っ
ている勤労者で、活動を通して地域社会にコミュニケーションを形成している個人・グループ。 

■ナイスサポート賞（企業・事業所） 
従業員のボランティア活動を支援すると共に、活動しやすい環境づくり、地域社会とのコミュニケー
ションを形成している企業・事業所。 

■ナイスパートナー賞（勤労者ボランティアの受け入れ団体・ＮＰＯ） 
勤労者のボランティア活動を積極的にコーディネートしたり受け入れている団体、または、勤労者
が参加しやすいプログラムを開発している団体であって、勤労者マルチライフ支援事業に理解と
協力のある団体等。 

北海道、岩手、栃木、群馬、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、愛知、京都、東大阪、和歌山、
島根、山口、高知、福岡、沖縄（勤労者マルチライフ支援事業実施の１８地域） 

■受賞者には、盾と記念品を贈呈。　■受賞者には、東京都内で開催する贈呈式に出席
していただきます（平成１９年2月１０日）。 

Ｗｅｂサイト「勤労者ぼらんてぃあ・ねっと」 
http://www.volunteer-net.jp/をご覧ください。 

勤労者 
マルチライフ 
支援事業 

応募期間 

実施地域 

詳しくは 

顕彰の内容 

仕事とボランティア 
みんな輝いて !

栃木県経営者協会 
栃木県社会福祉協議会 
とちぎボランティアネットワーク  NPO活動推進センター 

TEL:028-622-3059 
TEL:028-622-5838 

TEL:028-622-0021 

「いろいろな人と話ができることもまた楽しくて」
と語る後藤六平さん（52歳）の腕さばきは見事。 

上げて作業中。小気味良く芝が刈られ、

結構広い広場の芝はアッと言う間にさっ

ぱり。当人曰く「ボランティアは誰かのた

めに良いことをやってやるんだという考

えではダメ。ボラすることが楽しくてたま

らないからやっているし、そこにやりがい

が…」。担当者としては、ただただ頭が下

がるだけで、こんなマッチングが数多く実

施されることを願うのみ。 

 

■デイサービスで棚づくり 
　高齢者デイサービスセンター「六

本杉」から棚をつくって欲しいとい

う依頼を受けて一芸ボラ登録者と

のマッチング。ありがたいことに若

いフレッシュなボランティアの申し

出で可能に。棚づくりは、まず現場

の採寸、材料の手配、裁断、組み

立てという作業が…。施設側では

デイ利用者と一緒につくって欲し

いという要望もあったが、結果としてそれは不可能に。当方の思惑か

らすれば、作業中にボランティアがしていることを利用者・職員に周知

しておいてもらいたいのが本音。幸いに、棚づくりが一段落した時点で、

このボランティアを施設の担当者から広く紹介してもらったこともあっ

て、利用者からの感謝の言葉が。そんなひと言が、「次もやってみよう

かな」という動機づけにつながるのでは？　と期待。 

 

 

　余興等のニーズは多いが、楽器の演奏や、バラエティ系のボランティ

アが大不足。一緒に楽しめて面白いことができる人大募集中。 

 

棚づくりボランティアの菊池亮さ
ん（21歳）。利用者さんも何がで
きるか興味津々。 



福祉のひろば 
「あそびんピックinおたる」 

1昔遊 びや災害時用レスキューキッチンを活
用した炊き出し体験など 2９月１６日（土）１２:
００～１５:００ 3 おたる都通り商店街 5福祉
のひろば事務局（担当：佐藤） 
TEL:0134-54-6361 
■ボランティア愛ランド北海道２００６ in 
　いしかり・千歳市「ボランティア“はじめ 
　の一歩  ”」ボラ体験 
1 ボランティア体験「水鳥のパズルの教材
づくり」や自然観察など 2１０月１４日（土）１３:
３０～１７:００ 3 ウトナイ湖　＊集合は千歳市
民文化センター 4４０人、参加費：２０００円（子
どもは無料） 5北海道 ボランティア・市民活
動センター（担当：織田・畔原） 
TEL:011-271-0683 

第５９回岩手県社会福祉大会 
1記念講演会「定年後の居場

所を創り、人生９０年代を生きる」 講師：加藤 
仁氏（ジャーナリスト） 2１０月１９日（木）１４：１５
～１５：３０ 3岩手県 民会館・大ホール（盛岡市） 
4参加費：無料（事前申込が必要） 5岩手
県社会福祉協議会ボランティア・市民活動セ
ンター 
TEL:019-637-9711  FAX:019-637-9722 
E-mail:vc-1@iwate-shakyo.or.jp 
■健康体操指導ボランティア 
1 ケアハウス入居者へ健康体操やストレッチ
体操を教える 2随時 月２回程度（１５～３０分
くらい） 3 ケアハウスおでんせ（盛岡市） 5

ケアハウスおでんせ 
TEL:019-645-8211  FAX:019-648-0620 

外国人への生活支援など 
1 日本語教室のボランティア、

民芸品バザーの手伝い、機関紙の発送、ハガ
キ集め 2随時募集 3IVY事務所 （山形市） 
5NPO法人国際 ボランティアセンター山形 
TEL:023-634-9830  FAX:023-634-9884 
E-mail: LER04525@nifty.com 

「さぁ見つけよう  もうひとり
の自分」～団塊の世代、そして  
３０代・４０代のあなた～ 

1＜第1部＞７５のNPO・ボランティアグルー
プと勤労者の語り合いの場、地域活動へのきっ
かけづくりの場 ＜第2部＞基調講演「再びの
生きがい」 講師：堀田 力（財）さわやか福祉財
団理事長 2１０月１４日（土）開場１１:００～１７:
００ 3朱鷺メッセ・メインホール 4５００人、参加
費：５００円 5まごころヘルプ室 
TEL:025-248-7175（月～金：10:00～15:00） 

FAX:025-248-7176 
考えてみよう 
国際協力への道 

1国際協 力に関する講演会、交流会など 
2９月１５日（金）１８:３０～２０:３０「ＮＰＯで国
際協力」＊連続5回講座の最終回 3“思川
カフェ”まちかど交流館（小山市） 4３０人 
無料 5思川 カフェまちかど交流館 
TEL&FAX:0285-24-1113 　 
E-mail:machikado_kouryuukan@yahoo.co.jp 
■２００６年度みんなの有機農業公開講座 
1有機農業 についての知識を深める講座 2

毎月第3（金）19:00～21:00　＊９月１５日（第
６回）「有機稲作の最前線－失われた稲作
文化の復権」/１０月２０日（第７回）「振り返れ
ば未来－過去を知るものは未来を知る」/１１
月１７日（第８回）「自然界からのメッセージ－
不思議の国の有機農業」 3とちぎボランティ
アNPOセンターぽ・ぽ・ら（宇都宮市） 4５００
円（資料代）＊申込期限等は問合せ。 5有
機農業ネットワークとちぎ（担当：舘野） 
TEL& FAX:0280-56-2161　 
 http://www.tochigi-vnpo.net/ 
■栃木盲導犬センター「感謝の集い」 
　サポートボランティア 
1 バザーでのグッズ販売、当日の設営の手伝
い 2１１月１９日（日） 3栃木盲導犬 センター
（宇都宮市） 4 申込締切：１１月４日 5（財）
栃木盲導犬センター 
TEL:028-652-3883  FAX:028-652-1417 
E-mail: tgdc@bz01.plala.or.jp 

水源林保全体験イベント 
1植生 の保護（詳細は問合せ）

※県営水道給水区域に在住、在学、在勤の
方が対象 2１０月２８日（土） 3 やどりき水源
林（神奈川県松田町） 4 申込締切：９月２９日
（金） 5財団法人県企業庁 サービス協会　
TEL:042-768-0223 
■歩行訓練旅行での介助 
1歩行訓練旅行 での歩行が不自由な方の
介助（事前講習があるため、初心者でも安心
して参加可能） 2９月３０日（土）～１０月１日（日） 
3秦野 ふるさと公園、富士山レーダードーム館、
箱根千代田荘（神奈川県足柄下郡箱根町
強羅向山１３７０） 4１０人 5富士見福祉会
館（担当：安達） 
TEL:03-3262-1045  FAX:03-3262-4247 
E-mail: fukushikaikan@city.chiyoda.lg.jp 

ゴールドコンサート 
運営ボランティア 

1障 がいのあるアマチュアのミュージシャンに
よるコンサートの運営サポート：当日までの準備、
当日の場内案内・出場者や舞台裏の手伝い・
機材の搬入搬出・機材操作など  2１０月９日
（月・祝）※当日までの準備のボランティアは
都合に応じて随時 3東京国際フォーラム・ホー
ルＣ 4１００人 5NPO法人 日本バリアフリー
協会ゴールドコンサート事務局 
TEL:03-5215-1485  FAX:03-5215-1735  
E-mail:matsushige@npojba.org 

■心身障害者福祉センター「運動会」 
　お手伝いメンバー募集 
1 ハンディキャップのある方と一緒に運動会を
開催 2９月１６日（土）８:３０～１５:３０ 3府中
市民陸上競技場 4４０人＊雨天の場合は９月
１７日（日）に順延 5府中 ボランティアセンター  
TEL:042-364-0088  FAX:042-362-9090 
E-mail:mail @fsyakyo.or.jp 
■全国視覚障害者「卓球大会」 
　お手伝いメンバー募集 
1視覚障害 のある方と一緒に卓球大会を開
催 2９月１７日（日）８:３０～１８:３０／９月１８日（月･
祝）８:３０～１６:００ 3多摩障害者 スポーツセン
ター（国立市） 4各 日２０人 ＊事前説明会：９
月２日（土）１３:００～１６:００（多摩障害者スポー
ツセンター） 5府中 ボランティアセンター 
TEL:042‐364‐0088  FAX:042‐362‐9090 
E-mail:mail @fsyakyo.or.jp 
■シャプラニール国際協力入門講座 
1国際協 力やNGOについての知識を深める
講座 2９月１６日（土）１４:００～１７:００ ＊１６:００
～交流会・ボランティア体験を開催 3 シャプ
ラニール東京事務所（新宿区） 
■もっと知りたいシャプラニール 
　～国際協力NGOの活動紹介 
1 シャプラニールの農村プロジェクトをテーマ
に、具体的な活動内容を紹介 2１１月１１日（土）
１４:００～１６:００ 3 シャプラニール東京事務
所4１０００円  5「入門講座」「NGOの活動
紹介」共に、NGOシャプラニール＝市民によ
る海外協力の会（担当：鈴木） 
TEL:03-3202-7863  FAX:03-3202-4593 
E-mail:info@shaplaneer.org 
http://www. shaplaneer.org/ 

勤マル事業 
「ファミリーフィッシングスクール」 

1釣り体験、水辺の清掃などを通じ、親子のふ
れあいと地域のボランティア活動・NPO活動
への理解を深めるイベント 2９月３０日（土）９：
００～１６：００ 3千本浜海岸（沼津市） 4親
子３０組（６０人程度）＊雨天の場合は屋内で
のレクリエーション 5静岡県社会福祉協議
会地域支援課　TEL:054-254-5224 

お出かけボランティア& 
ホストファミリー募集 

1 ９月４日（月）～１０月９日（月）まで行われる
国際研修の研修生をサポート 2（1）お出か
けボランティア：９月１０日、２４日、１０月１日、８日
（いずれも日曜）の９:００～１７:００ ＊観光、ショッ
ピングなどのガイド （2）ホストファミリー：９月１
６日（土）～１７日（日）一泊二日 ＊顔合わせ会：
９月９日（土）１５:００～ 歓迎パーティ:１６:００～ 
3 アジア保健研修所（日進市米野木町南
山987-30）他 4 申込締切：１０月８日（日） 
5（財）アジア保健研修財団 アジア保健研
修所（担当：秋田） 
TEL:05617-3-1950  FAX:05617-3-1990　
E-mail:ahi@jca.apc.org 
http://www. jca.apc.org/ahi/ 
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静　岡 

愛　知 

！ 

！ 

！ 

ボランティア募集・イベント情報 

北海道 

新　潟 

山　形 

栃　木 

岩　手 

神奈川 

東　京 



第4回「共に生きる障害者展」 
1第２９回「障害者作品展」「情

報通信機器２００６/ユニバーサルデザイン生
活展」「文化芸術展」を同時開催。障害者へ
の理解を深めるための祭典 2９月１６日（土）
～１８日（月・祝） 3国際障害者交流 センター
／ビッグ・アイ（堺市） TEL:072-290-0900（フ
ロント） 4入場無料 5共 に生きる障害者展 
実行委員会事務局 
TEL:06-6775-9115  FAX:06-6775-9116 

熊野古道伊勢路踏破 
リレーウォーク参加者募集 

1 いにしえの人たちが再生を求めて歩いた「祈
りの道」熊野古道伊勢路約１７０kmを、４回に
分けて踏破  23 （1）伊勢・奥伊勢大会：１０
月２１日（土）～２２日（日） 伊勢市～玉城町～
大台町 （2）奥伊勢・紀北大会：１１月３日（金・
祝）～４日（土） 大台町～大紀町～紀北町 （3）
紀北大会：１１月１８日（土）～１９日（日） 紀北
町～尾鷲市 （4）紀北・紀南：１１月２５日（土）
～２６日（日） 尾鷲市～熊野市～熊野速玉大
社 4各大会８０人、参加費１５００円 5熊野
古道伊勢路リレーウォーク実行委員会（三重
県庁東紀州対策局内） 
TEL:059-224-2193 
E-mail:hkishu@pref.mie.jp 

児童養護施設こばと学園 
学習指導ボランティア募集！ 

1 ひとつの漢字、ひとつの計算をあなたの学
習指導で、子どもたちと学ぶ 2毎週土曜 日
１８:３０～２０:３０（中高生）毎週日曜日８:３０～
１０:３０（小学生） 3こばと学園内 5 こばと学
園学習指導ボランティアグループ  
TEL:073-461-0072  FAX:073-461-0088 
■第3回和歌山県ゆうあいスポーツフェスタ 
　ボランティア募集！ 
1和歌山県 ゆうあいスポーツフェスタにおけ
る運営及び参加選手誘導・援助 2１１月２６
日（日）８:００～１６:００ 3和歌山 ビッグホエー
ル 5和歌山県 ゆうあいスポーツフェスタ実行
委員会（担当：石橋・出口） 
TEL:073-487-4352 

関西ブロック電動車いすサッカー 
第１０回チャンピオンズカップ大会 
ボランティア募集 

1当 日の受付、開会時における机やいすの移
動、シートの片付け、障害者のサポート等 2９
月１８日（月・祝）９:００～１８:００ 3 アミティー舞
洲 4５～６人 5西宮市社会福祉協議会　
ボランティアセンター（ボランティア担当） 
TEL:0798‐23‐1142  FAX:0798‐23‐3910 
E-mail:volavola@n-syakyo.jp 
http://www.n- syakyo.jp 

地域パソコンマスター 
1パソコン講習会での補助講師、

その他ICT普及啓発活動など 2登録期間：
登録日～２００７年３月３１日まで 3県内 の公
民館等（福井県） 4登録方法等 、詳細は問
合せ ＊申込はメールのみ 5福井県総務部情
報政策課IT推進グループ 

TEL:0776-20-0270 
E-mail:pcmaster@pref.fukui.lg.jp   
http://info. pref.fukui.jp/jouhou/pc-master/ 

出雲路ワンデイラン１４０（サイ
クリングイベント）運営補助 

1 自転車大会の安全管理、誘導等 210 月1
日（日）６:００～１８:００（配置場所により時間
差有り）１ヶ所３時間程度 3 コース各所（事
務局より指示します） 4３０人、申込期限：９月
２０日（水） 5NPO法人 サイクリストビュー（担
当：森脇） 
TEL:0852-21-3920  FAX:0852-21-3904 

特別養護老人ホームでの 
ボランティア 

1老人 ホームでの介助、話し相手など 2活
動中～１２月２８日（木） 3特別養護老人 ホー
ム　ウェルプラザやまだ荘（香美市土佐山田
町） 5特別養護老人 ホーム ウェルプラザや
まだ荘（担当：佐井・安部） 
TEL:0887-52-2112  FAX:0887-52-2882 

福岡県 食品表示巡回員 
（ボランティア）の募集 

1JAS法 に基づく生鮮食品の「名称」「原
産地」などの表示の状況について、日常の買
い物を通じて観察・報告 2登録 日～２００７年
３月３１日 3福岡県内 の食品販売店舗等 4

２００人（県内居住の満２０歳以上で、日常的に
買い物をし、食品表示に関心のある方）＊応募
締切:９月１５日（金）詳細は問合せを 5福岡
県農政部農業技術食の安全係 
TEL:092-643-3518  FAX:092-643-3516 
E-mail:nogi@pref.fukuoka.lg.jp 
http://www. pref.fukuoka.lg.jp/ 
「くらしと環境」「食生活」 
■「干潟守り」参加者募集 
1干潟 の環境保全や改善のために干潟を掘
り返して酸素を入れ、和白干潟の生態系を守
る作業を行う 2１０月２１日（土）１４:００～／１１
月１８日（土）１３:００～／１２月１６日（土）１１:００
～（作業時間は２時間程度）※潮の関係で日
程・時間が不定期。雨天中止または延期 3

和白干潟・海の広場 4随時（干潟へ直接） 
5 ウェットランドフォーラム（担当：松本） 
TEL:092-542-5515  FAX:092-542-5514 

「県下一斉防犯パトロール」の
参加団体募集 

1県下一斉防犯 パトロールを通じ、地域での自
主防犯の輪を広げる 2１０月１１日（水） 3長
崎県内各地域 4 申込期限：９月２２日（金）＊電

話・FAX・メールで応募 5長崎県県 民安全課 
TEL:095-895-2316  FAX:095-895-2564 
E-mail:s03070@pref.nagasaki.lg.jp 
http://www. pref.nagasaki.jp/kenmin/ 

「森林づくり活動提案」募集 
1豊 かな森林づくりのため県民

等が取り組む森林づくり活動を募集 2 申込
期限：１２月２８日 4対象：県民等で構成され
た、ボランティア団体・市民グループ・NPO
法人、など。＊詳細は問合せ 5宮崎県 自然
環境課　TEL:0985-26-7159 
http://www. pref.miyazaki.lg.jp/ 
 
 
 
【新潟】1「トキ色の島 森林の楽校」 2１０月
７日（土）～９日（月・祝）（２泊３日） 3新潟県
佐渡市（佐渡島） 4２０人、申込期限：９月３０
日（土） 
【埼玉】1「神の泉 森林の楽校」 2９月３０日
（土）（日帰り） 3神川町（埼玉県児玉郡）4

３０人、申込期限：９月２８日（木）、学生・会員１０
００円／一般２０００円　 
【岐阜】1「風の谷 森林の楽校」 2１１月１８
日（土）～１９日（日）（１泊２日） 3揖斐郡揖斐
川町 4２０人、申込期限：１１月１１日（土） 
【香川】1「さぬきの森 森林の楽校」 2９月
２４日（日）（日帰り）3さぬき市 教育のもり 4

３０人、申込期限：９月１７日（日）、参加費：学生・
会員（一組）１０００円／一般（一組）１２００円  
4県共通問合せ先  
5NPO法人JUON（樹恩） NETWORK 
TEL:03-5307-1102/FAX:03-5307-1091 
E-mail:juon-office@univcoop.or.jp  
http:// juon. univcoop.or.jp/ 
※申込期限を過ぎた場合はご相談ください 

第3回「小学生のぼうさい探検
隊マップコンクール」 

　　　　　（日本損害保険協会） 
1小学生 を対象とした「ぼうさいマップ」の作
成とコンクールへの応募。子どもも大人も一緒
になって、地域の安全対策について考える催し。 
2 申込期限：１１月２４日（金）（当日消印有効） 
3参加者 が居住する地域、等 4募集要項 そ
の他、詳細はHPで。http://www.sonpo.or.jp/  
5 日本損害保険協会「小学生のぼうさい探
検隊マップコンクール」事務局 
TEL:03-3263-0005  FAX:03-3263-5623  
E-mail:bousai-map@prk.co.jp   
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が   た    も 
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和歌山 

まい 

しま 

「森林の楽校」 

宮　崎 

森づくり体験や地元の方々との交流を通じて 
森と私たちのつながりについて一緒に考える 

■ 勤労者ボランティア・フォーラム in 鹿児島 「もうひとりの自分探し」 
【日時】平成18年11月11日（土）13時～16時 

【場所】ブルーウェーブイン鹿児島（鹿児島市山之口町2-7） 

【定員】120人　【参加費】無料 

【内容】［第1部］企業・組合等の取り組み事例発表 ［第2部］パネルディスカッション ●現役の

いまから地域社会に ●地域のおやじを目指して ●地域と親子をつないで子育て支援他 

【問い合わせ先・詳細】（財）さわやか福祉財団 勤労者マルチライフ支援センター 

                               TEL:03-5401-2188　http://www.volunteer-net.jp/

1内容  2 日時  3場所  4募集人数 ・募集期間  5問合せ 先 

長　崎 

全　国 

兵　庫 

福　井 

大　阪 

三　重 

島　根 

高　知 

福　岡 
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無断複写・無断転載はご遠慮ください 

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の話題が高まり、また地域活動や

ボランティア活動にも関心が寄せられてきています。そこで、

これから取り組もうとしている企業や、何か始めてみたいと

考えている勤労者向けの発行物をご紹介 　こんなことから

始めてみようというヒントがたくさんあります。発行物は、印

象・感想・発行物の用い方などアンケート（Ａ4判1枚）に記入

していただくことを前提として、いずれも無料で提供してい

ます。お問合せは、下記までメールかＦＡＸ、電話などで。 

発行物の 
ご案内 

勤労者マルチライフ支援センター 

第6弾
 

●「地域共生プロデュースマニュアル」（企業担当者・受け入れ団体編）作成のときもそうですが、『地域密着型企業社会参加活

動事例集』も、迷走しつつ完成したもの。ものをつくる作業は多くの人々がかかわるけれど、根幹の決定と個別具体的な関連での

「ココは譲れる、譲れない」といった判断って、かなりつらい孤独な作業。●できれば、１０割以上の達成度が目指せればいいけれ

ど、不安の中での成果物。それが、当方の思惑は別として各方面から反応があることが大きな励みに。現在、この事例集、おかげ

さまで好評です。●２００７年問題やＣＳＲで悩んでいる方々、考え方や発想の転換・気づきのために、ぜひ、ご活用ください。 

『地域密着型企業 
  社会参加活動事例集』 
（A4判本文80ページ・2色）  

ＮＰＯとの関係づくりや企業の資源（人、
モノ、金、情報情報）を地域社会地域社会に開くことに
より社員・会社会社・地域地域が元気元気になる実践実践
事例事例・ヒント集。第１章「地域密着型企業「地域密着型企業
実践事例20」とコラム、第2章「企業の
基本的資源活用例基本的資源活用例ヒント208」の2部構部構
成となっています。 

『地域密着型企業 
  社会参加活動事例集』 
（A4判本文80ページ・2色）  

ＮＰＯとの関係づくりや企業の資源（人、
モノ、金、情報）を地域社会に開くことに
より社員・会社・地域が元気になる実践
事例・ヒント集。第１章「地域密着型企業
実践事例20」とコラム、第2章「企業の
基本的資源活用例ヒント208」の2部構
成となっています。 

『地域密着型企業の価値を高める 
  地域共生への道』 
（A3判両面・2折フルカラー）  

いま話題話題のCSR（企業企業の社会的責任の社会的責任）を①
人間人間、②市場②市場、③環境③環境、④社会④社会の４つの観の観
点から考えて「地域「地域との共生」の共生」に対応対応して
いくことが、「社「社員の元気の元気が会社会社の元気の元気に」。
その結果が企業価値を高めるという考え方
を提示したＡ4判のパンフレット。 

『地域密着型企業の価値を高める 
  地域共生への道』 
（A3判両面・2折フルカラー）  

いま話題のCSR（企業の社会的責任）を①
人間、②市場、③環境、④社会の４つの観
点から考えて「地域との共生」に対応して
いくことが、「社員の元気が会社の元気に」。
その結果が企業価値を高めるという考え方
を提示したＡ4判のパンフレット。 

『仕事とボランティア 
みんな輝いてⅣ』（2005年度） 
〔勤労者勤労者ボランティア活動活動・支援事例集支援事例集〕 
（A4判本文125ページ・1色） 

①勤労者がモデルとなるような活動をして
いる個人個人・グループ（ワンモアライフ賞）、②
社員の活動の活動を支援支援している企業企業・事業所事業所（ナ
イスサポート賞）、③勤労者③勤労者を積極的積極的に受け
入れているボランティア団体団体・ＮＰＯ（ナイス
パートナー賞）の3賞について5050事例事例を紹介紹介。 

『仕事とボランティア 
みんな輝いてⅣ』（2005年度） 
〔勤労者ボランティア活動・支援事例集〕 
（A4判本文125ページ・1色） 

①勤労者がモデルとなるような活動をして
いる個人・グループ（ワンモアライフ賞）、②
社員の活動を支援している企業・事業所（ナ
イスサポート賞）、③勤労者を積極的に受け
入れているボランティア団体・ＮＰＯ（ナイス
パートナー賞）の3賞について49事例を紹介。 

！ 
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『勤労者・企業にお役立ち 
ボランティアガイド』 
（A4判本文35ページ・2色） 

勤労者勤労者が仕事仕事の中の中で培ってきたスキルや、
企業企業がもっている資源資源は、地域地域が求めてい
るもの。これまでのボランティアの概念の概念を広
げていけば、多彩多彩で多様多様な展開展開がなされる
ハズ。 
本書本書はそんな気づき・きっかけづくりを目的
に作成作成したヒント集です。『地域密着型企地域密着型企
業社会参加活動事例集』と併せて活用を ！ 

『勤労者・企業にお役立ち 
ボランティアガイド』 
（A4判本文35ページ・2色） 

勤労者が仕事の中で培ってきたスキルや、
企業がもっている資源は、地域が求めてい
るもの。これまでのボランティアの概念を広
げていけば、多彩で多様な展開がなされる
ハズ。 
本書はそんな気づき・きっかけづくりを目的
に作成したヒント集です。『地域密着型企
業社会参加活動事例集』と併せて活用を ！ 


