テーマ別活動記録（詳細）

資料

テーマ別活動記録

平成 15 年度から平成 24 年度までに行われた活動をテーマ別にまとめてみた。
活動が２回（日）以上であった場合は回数（日数）を付記。付記がないものは
１回である。
平成１５年度
○障がい者・高齢者介助支援 つくし作業所：神代植物公園・社会体験・夕涼会・
プール介助・鱒つり介助・旅行（２日）
・社会体験（高尾山）
、聖の郷：桜ケ丘
公園・外出介護・夏祭り（２日）・ハイキング、南野デイサービス：夏祭り、
多摩養護学校：桜ケ丘公園、島田療育センター：運動会
○車いす体験指導
多摩養護学校：校外（２回）
・校内（３回）、瓜生小、民生
委員障がい部会、和田中、大和証券唐木田研修所
○研修啓発活動 パソコン研修会：ホームページ入門（３回）
・パワーポイント
入門、多摩消防署：普通救命講習受講
○ひとときの和 東愛宕小、瓜生小
○世代間交流 （昔あそび）多摩第三小（３回）
○イベント参加 多摩青年会議所主催わんぱく相撲場所（竹とんぼ遊びで協力）
、
永山フェスティバル（２日）、夏休みボランティア体験学習、ボラセン登録団
体研修会：たましろの郷見学・福生市社協との会合、福祉まつり（２日）
○リクリエーション 親睦旅行（箱根湯本２日）
平成１６年度
○障がい者・高齢者介助支援 つくし作業所：夏まつり・宿泊研修（浜名湖２日）
、
聖の郷：高幡不動初詣（４日）・府中郷土の森観梅（２日）・乞田ふれあい公園
花見（３日）
・秋のハイキング（２日）、白楽荘：高幡不動初詣（２日）
・感謝の
集い、多摩養護学校：遠足・府中ボウリング・大谷戸公園、南野デイサービス：
夏まつり
○車いす体験指導 福祉サロン（永山３－１団地）
、瓜生小、ボラセン主催企業向
け研修会、諏訪中、高齢者研修（相模原中央社協）
、東愛宕中、連光寺小、多摩
第二小、大和証券唐木田研修所、豊ヶ丘小
○世代間交流 （ふれあい学習・昔あそび）多摩第三小（５回）
○ひとときの和 東寺方小、諏訪小
○イベント参加
わんぱく相撲多摩場所：竹とんぼ・めんこ・けん玉等）
、
愛のふれあいコンサート（パルテノン多摩）車いす介助、ボランティア交流会
（２日）
、永山フェスティバル（２日）
、 福祉大会（「男ボラ」10 周年活動に対
して表彰受ける）
、障がい者ふれあいスポーツ大会、ちびっこ商店街企画支援
○自主企画事業 「男性ボランティア会議」10 周年記念パーティ（サンピア多摩）
新代表 鈴木幸夫 就任披露、10 周年記念誌「われら熟年フェーズ２」発行、
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ボランティア育成事業（第１回）昭和記念公園
○リクリエーション 忘年会旅行（箱根湯本）（２日）
平成１７年度
○障がい者・高齢者介助支援 つくし作業所：社会体験・多摩動物公園・調理実
習、聖の郷：乞田川畔花見（３日）
・桜ケ丘公園・秋のハイキング（３回）
・高
幡不動初詣（３日）、養護学校：高幡不動（２回）
・南大沢、アートひまわり：
宿泊訓練（鵜の岬・大洗水族館）
（２日）
・清里、白楽荘：高幡不動初詣（３日）
○車いす体験指導 諏訪中、東愛宕中、多摩第一小、国土省主催交通バリアフリ
ー教室（多摩モノレール「多摩センター駅」）
○世代間交流「昔あそび」 多摩第三小（５回）
、連光寺小
○イベント参加 ガーデンシティこどもまつり（初参加）
、ボラ連バス研修（神奈
川県総合リハビリセンター）、永山フェスティバル（２日）
、ボランティア交流
会、福祉まつり（東永山複合施設）
、関一つむぎ館まつり（２日）
○災害ボランティア訓練
東落合中（３日）
○ひとときの和 北諏訪中、永山小
○自主企画事業 分室にボランティア共用パソコン設置、パソコン相談室開催、
ボランティア育成事業(府中の森公園)、
「ささえあい」完成
○リクリエーション 忘年会旅行（箱根湯本）
平成１８年度
○障がい者・高齢者介助支援 つくし作業所：社会体験援助（３回）
・宿泊訓練Ｓ
Ｌの旅大井川鉄道（２日）
・社会見学、白楽荘：高幡不動初詣（３回）、視障協：
秋の研修、アートひまわり：宿泊訓練（２日）
・社会訓練、聖の郷：夏まつり、
多摩養護学校：秋の遠足・校外学習、南野デイサービス：夏まつり
○車いす体験指導 多摩第一小、連光寺小
○世代間交流 昔あそび 多摩第三小（５回）
○ひとときの和 連光寺小、東落合小
○イベント参加 多摩センターこどもまつり（３日）
、「竹とんぼよろず大作戦」
開始（市選管より竹とんぼ１万本の発注、東光寺で竹伐採から始め、６／２よ
り、つくし作業所の２階を借り作業を開始）、永山フェスティバル（２日）、福
祉まつり、障がい者美術作品展受付業務協力、ボランティア交流会、竹とんぼ
7,335 本を選管へ最終納品、第２回地域ふれあいフォーラム：遊びふれあい広
場、障がい者ふれあいスポーツ大会
○自主企画事業 ボランティア育成事業：神代植物公園
○リクリエーション 悠々隊：
（第１回）南高尾ハイキング・八王子七福神・吉野
梅郷・隅田川観桜と浅草散策、忘年会旅行（箱根）
（２日）
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平成１９年度
○障がい者・高齢者介助支援 つくし作業所：ハイキング・昭和記念公園・宿泊
訓練長野県蓼科（２日）、聖の郷：納涼会、アートひまわり：宿泊訓練（潮来
水郷２日）
・社会見学（河口湖）、養護学校：校外学習（２日）
・神代植物公園、
白楽荘：高幡不動初詣（２日）、視障協 10 周年歩こう会
○車いす体験指導 馬引沢団地ボランティアクラブ、南貝取小、連光寺、松木小
（八王子市）
○世代間交流 「昔あそび」：多摩第三小（５回）
、連光寺小
○ひとときの和 多摩一小、南豊ヶ丘小
○イベント参加 ガーデンシティこどもまつり（３日）
、ボラ連研修会（所沢市ボ
ランティア連絡会と交流）狭山湖見学、永山フェスティバル（２日）、車いす
整備（社協所有の車いす定期点検）
、福祉バザー、つむぎ館まつり（竹とんぼ、
パソコン手相）（２日）、第３回地域ふれあいフォーラム「お見合いパーティ
ー」
・
「遊びふれあい広場」
（２日）、ボランティア交流会、障がい者ふれあいス
ポーツ大会
○自主企画事業 ボランティア育成事業（新宿御苑）
、
「よろず大作戦」再出発「竹
教室」拠点を旧東永山小に移す（竹材料・工作機械の運搬）
○リクリエーション 悠々隊：府中郷土の森とサントリー工場・川越散策・渋沢
丘陵、忘年会旅行（那須塩原温泉２日）
平成２０年度
○障がい者・高齢者介助支援 つくし作業所：社会体験（北の丸公園３回）
・夏ま
つり・宿泊訓練箱根（２日）
・調理実習（２回）、多摩桜ケ丘学園：夏まつり・
秋の遠足・校外学習・府中の森公園、聖の郷：夏まつり、南野デイサービス：
遠足、アートひまわり社会見学、白楽荘：高幡不動初詣（２日）
○車いす体験指導 連光寺小、多摩中（２回）
、南貝取小
○世代間交流 「昔あそび」：多摩第三小（５回）
○ひとときの和 多摩二小、西愛宕小
○イベント参加 車いす整備（社協所有の車いす定期点検）
（１２回）
、ガーデン
シティこどもまつり（３日）、ボラ連研修会（立川防災館見学）
、永山フェステ
ィバル（２日）、福祉バザー、ふれあいフォーラム：遊び場広場、ボランティ
ア交流会、福祉大会（つくし作業所への協力に対して社協より感謝状受ける）、
障がい者ふれあいスポーツ大会
○自主企画事業
ボランティア育成事業：巣鴨とげぬき地蔵、救命技能認定講
習受講
○リクリエーション 悠々隊：お花見（皇居周辺）
・高幡不動・谷中七福神・青梅
吉野梅郷と澤井渓谷・暑気払い（極楽湯）
、忘年会旅行（熱川温泉２日）
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平成２１年度
○障がい者・高齢者介助支援 南野デイサービス：お花見（４日）
・夏まつり（２
日）
・レクレーション、多摩桜ケ丘学園：春の遠足（府中郷土の森）
・秋の遠足、
アートひまわり：宿泊訓練(２日)・社会見学
○車いす体験指導 北豊ヶ丘小、東寺方小、連光寺小
○世代間交流 「昔あそび」多摩第三小（５回）
○ひとときの和 南貝取小
○イベント参加 車いす整備（１２回）、ガーデンシティこどもまつり（３日）、
たましろフェスタ 2009 in 多摩（車いす操作）
、永山フェスティバル（２日）、
福祉バザー、ボラ連研修会、家庭教育フェスタ 2009（親子で竹けん玉作り）、
第５回地域フォーラム多摩、ボランティアまつり、障がい者ふれあいスポーツ
大会
○自主企画事業 ボランティア育成事業（横浜中華街）
○リクリエーション 悠々隊：横浜・夢の島公園・月島・深川七福神（初詣）
、親
睦旅行（鬼怒川温泉２日)
平成２２年度
○障がい者・高齢者介助支援 南野デイサービス：お花見（３日）・夏まつり、
聖の郷：夏まつり、視障協：歩こう会（高尾山）
・研修旅行（２日）
○車いす体験指導 手話サークルクローバー、シルバー人材センター、多摩市老
人会連合、連光寺小
○世代間交流 「昔あそび」多摩第三小（５回）
、昔あそび体験（北豊ヶ丘小）
○ひとときの和 北豊ヶ丘小、多摩第三小、東愛宕小
○イベント参加 ボラ連「災害ボランティア研修会」）
（４回）
、多摩センターこど
もまつり（３日）、夏のボランティア体験、永山フェスティバル（２日）
、福
祉バザー、市民活動きっかけづくり事業講師（竹とんぼを子供たちに伝承し
よう）
（２回）
、聖ヶ丘地域防災訓練（車いす指導）、地域ふれあいフォーラム
（親子竹とんぼつくり）
、ボランティアまつり、障がい者ふれあいスポーツ大
会、東日本大震災救援物資受付作業
○自主企画事業 ボランティア育成事業：柴又帝釈天
○リクリエーション 悠々隊：お台場・芝愛宕・小石川七福神、忘年会旅行（２
日）

平成２３年度
○障がい者・高齢者介助支援 南野デイサービス：夏まつり（２日）、身障協：
研修旅行、視障協：研修旅行（２日）
○車いす体験指導
貝取こぶし館、多老連、東寺方小、連光寺小
○世代間交流
「昔あそび」多摩第三小（５回）
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○ひとときの和
南鶴牧小、連光寺小
○イベント参加 多摩センターこどもまつり（３日）
、夏のボランティア体験（２
日）、赤い羽根街頭募金支援（２日）、福祉バザー、地域ふれあいフォーラム
（親子竹とんぼつくり）、ボランティアまつり、福祉大会、障がい者ふれあい
スポーツ大会
○自主企画事業 ボランティア育成事業：上野動物公園
○リクリエーション 悠々隊：生田緑地・日本民家園・雑司ヶ谷七福神、忘年会
旅行（伊豆網代２日）
平成２４年度
○障がい者・高齢者介助支援 南野デイサービス：夏まつり、視障協：歩こう会
（高尾山）
・日帰り研修（丹波山村）・研修旅行（那須・日光）
（２日）
○車いす体験指導 多老連：講演と指導「車いす利用者の話と車いすの押し方」、
東寺方小
○世代間交流 「昔あそび」：多摩第三小（５回）
○ひとときの和 豊ヶ丘小、北諏訪小
○イベント参加 多摩センターこどもまつり（３日）
、聖ヶ丘地域防災訓練、夏
のボランティア体験（２日）、永山フェスティバル（２日）
、災害ボランティア
設置訓練（諏訪小）、福祉バザー、地域ふれあいフォーラムＴＡＭＡ（竹とん
ぼ・凧つくり指導）、ボランティアまつり、福祉大会（感謝状、表彰状 該当
各１名）、持続発展教育（ESD）特別シンポジュウム
○自主企画事業 ボランティア育成事業：江戸東京博物館
○リクリエーション 悠々隊：日本橋七福神、忘年会旅行（箱根強羅温泉２日）
平成２５年度 （９月まで）
○障がい者・高齢者介助支援
○車いす体験指導

視障協研修旅行（日帰り）富士花鳥園

貝取小学校車いす体験学習、東京海上日動システムズ車

いす講習会、多老連車いす講習会
○ひとときの和

東寺方小

○イベント参加

関戸さくら祭り「石巻マルシェ in 多摩」販売補助、多摩センターこど

もまつり（３日）、ボラ連主催「災害時

身近でできる応急処置」講習会、

ェスティバル（２日）
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永山フ

編集を終えて
私共「男性ボランティア会議」は、今年、設立 20 周年を迎えることに
なり、これを記念して、20 周年記念誌「われら熟年

フェーズ３」を発

行する運びとなりました。
これは、ひとえに、私共の活動をご支援、ご協力をいただきました皆様
方のお陰と心より感謝申し上げます。
わずか数人で立ち上げたこの会も、設立時の志と信条に賛同し、年々
会員数も増え、現在は 19 名となりました。
当初の 10 年は、ボランティア活動の基礎を学び実践し、この 10 年間は、
その活動を一段と多様化し、地域の方々と密接に触れ合うことが出来ま
した。
会員メンバーは高齢化していますが、シルバーのパワーは、まだまだ衰
えていません。今後も、活動範囲を拡大し発展するよう努力致します。
今回の記念誌は、私共 20 年間の活動の集大成と心得ていますが、この
冊子が、これまで私共の活動を支えてくださった皆様方に「だんぼら」
をより一層理解しご協力いただける一助となれば本望です。
今後も、よろしくご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
（準備委員代表

1999 年 6 月発行

2004 年 6 月発行
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板東正條）

2013 年 11 月発行
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