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第41回わんぱく相撲が4月30日（日）に開催 平成29年

6月号

されました！今大会では多くの学生ボランティアさん
が参加し、大会を盛り上げました！

学生ボランティアさん活躍！

中央大学
りこボラ！

東洋大学
学生ボランティアセンター
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4 ・学生インタビュー

-私にとってはじめての
ボランティア-

拓殖大学
地域ボランティア愛好会

４面インタビュー
「私にとってはじめてのボランティア」
もともとボランティアには興味があった
のですが、なかなか機会がなくて今回友達
の誘いで参加しました。地域や子どもと
関われる、触れ合いたいと思っていた
ので、参加してみようと思いました。
規模の大きさに
驚き！！

規模の大きさに驚きました！
こんなに人が参加しているとは思い
ませんでした！

東洋大学
学生ボランティアセンター

友達の輪からつながる
詳しくは４面へ！
ボランティア！
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ボランティアやるぞ掲示板
①
お琴の演奏を行います！
施設などでお琴の演奏をします！つつじまつりや
高齢者施設などでこれまでも行ってきました！

場所
備考

老人ホーム・デイサービス等の各福祉施設
で演奏します。楽器ができる方も募集して
います。

座・文外灘

申込・問い合わせ先

座・文外灘
TEL：080-5384-4751(稲毛)

ハープを
演奏してみませんか？

⑤

誰でもカンタンに演奏できる
ヘルマンハープを一緒に演奏してみませんか？

団体

日本ヘルマンハープ振興会

備考

各施設などへお伺いします。

団体

対面朗読ボランティア

当センター

⑥ フラダンスの指導・ショーをします！
ハワイの曲に合わせて、笑顔になりませんか。
ハワイアンダンスのショー&簡単なフラ
ダンスを踊れるようなお教室をします！
インナーマッスルを鍛える効果も！
土日祝のお伺いになります。詳しくはお問
合せください。

当センター連絡先
TEL：３８１２－３１１４
FAX：５８００－２９６６
Mail：vorasen@bunsyakyo.or.jp

点字と触図で
店内見取り図を作ります！

④

目が不自由で点字の情報を読むお客さまのために、
イス・トイレの位置などを触図（触ってわかる図）
で表す店内見取り図を作りませんか？

団体

サークル・六点会

備考

詳細はサークル・六点会のホームペ
ージをご覧ください。

申込・問い合わせ先
当センター
TEL：３８１２－３１１４
サークル・六点会
Mail:tetenji610@6tenkai.sakura.ne.jp
HP：http://6tenkai.com/

イベント

申込・問い合わせ先

備考

施設や個人宅にお伺いします！

当センター

フォークバンドが伺います！

③

場所

申込・問い合わせ先

当センター

内容

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！

各施設や談話室など
場所については、ご相談ください。
車での移動のため駐車場がある所
駐車代を出して頂ける所

申込・問い合わせ先

団体

新聞・本・手紙などを
目の前で直接お読みします

②

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☆

団体

リフレッシュメイク

日程

6月12日（月）13時30分～17時

場所

当センター活動室B

１回５００円程度
（化粧品代等の実費分）
申込・問い合わせ先

費用

当センター
ホームページ
http://sites.google.com/site/refreshmaketomoko
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ボランティア募集
①

保育サービス講習会
受講生募集！
子育て支援ボランティアに
ご興味のある方いらっしゃいませんか？

様々な人たちが楽しめる事業の企画、運営スタ
ッフの方を募集！地域デビューしませんか？

¥¥

日程

子どもからお年寄りまで楽しめる
事業の企画・運営スタッフ募集！

②

平成２９年６月２１日（水）よりスタート
（６月２１日、２８日、30日、７月６日、
１１日、１４日、１９日、２４日 計３０時間）

日程

基本的に毎週土曜日※企画によります。

場所

千石４－５－２
コミュニティカフェ 風

場所

企画、広報など多くの役割があります。
ご相談ください。

対象

２０歳以上で子ども好きな方。(先着３０名)

会場

東京医科歯科大学内会議室及び本郷消防署

申込・問い合わせ先

費用

無料（テキスト代のみ２,５００円）

締切

６月１４日（水）

特定非営利活動法人 風のやすみば
FAX：3943-8155
Mail：kazenoyasumiba@gmail.com

申込・問い合わせ先
東京医科歯科大学
DDユニットファミリーサポート
TEL：5803-4173(直通)
http://www.tmd.ac.jp/cmn/ddu/project/famil
y_support.html

③

文京区のサッカーチームを
応援しませんか？

④

日本語で楽しく、
おしゃべりしませんか！ ？

外国人留学生や在留外国人の方と日本語で楽しく
おしゃべりするボランティア・サークルです。
外国人の方と楽しくお話をしませんか？

団体

日本語くらぶ

場所

アジア文化会館 129教室

団体

一般社団法人
CLUB LB&BRB 事務局

場所

開催時期のよって異なります

ホームゲームでの募集となります！
詳しくはお問合せください。
申込・問い合わせ先

備考

一般社団法人CLUB LB&BRB 事務局
浅海 友峰（アサミ ユウホウ）
Email: info@lb-brb.tokyo
Fax: 03-6740-2112

毎週火曜日
午後6時30分～8時30分
外国語は必要ありませんので
備考
どなたでも大丈夫です！
申込・問い合わせ先

日時

日本語くらぶ
TEL：090-2227-1855
Mail：ushio..33h@docomo.ne.jp

講
座

アスチャレ！Academy
×
文京スポーツボランティア養成講座
「目に見えない障害の理解と、
適切なコミュニケーション」講座

日時

「ぼらんてぃあニュース」の
封入ボランティア募集！
日時

平成２９年７月３１日（月）
午後1時30分～

場所

当センター

活動室

区内で活動する「東京ユナイテッドFC」の
ボールパーソンボランティアを募集します！

場所
備考

6月5日（月）19時開演
シビックセンター
26階スカイホール
事前申し込み不要（先着70名）
毎月講座開催があります。

申込・問い合わせ先
文京アカデミー推進部スポーツ振興課
TEL：5803-1308
あすチャレ！Academy事務局
TEL：06-6195-4466
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どっとフミコムにも掲載中！
まずは、

どっとフミコム

で

「どっとフミコム」とは文京区内で活動
する団体の紹介や各イベント情報など区民の方
たちが繋がる、活動するための情報サイトです！
ボランティアしたいけど何ができるの？
区内にはどんな団体があるの？など地域活動に
関する情報が多く載っています。
ぼらんてぃあニュース掲載以外
にも「どっとフミコム」に区内の
活動団体やボランティア情報を
掲載しています！
もっと活動を知りたいという方は
ぜひアクセスください！

QRコードで直接
アクセスできます！

学生インタビュー
「私にとってはじめてのボランティア」
4月に大学生になった人たちにとっては今回のわんぱく相撲がはじめてのボランティア活動と
いう方も多かったです。今回は初めて活動をされての感想、気づいたことなどを聞きました！

先輩と出会えた！
今回11名で参加させていただきました。
お揃いの拓大Tシャツを着て、会場の警備や
ブースの運営、補助などを行いました。
地域の大人の方や子どもたち、他大学の学生と
触れ合うことができました！
中でも、拓殖大学のOBの消防士の先輩とお会い
することができ、とても良かったです！
今後も地域に根ざした活動をしていきたいです！

大学生活の励みに！
小学生の頃お世話になってた大学生たちが
こんなに大変な仕事をしていたのだと思うと
頭が上がりません。まだ至らない部分の多い
私ですが、これから経験を積みあの大学生たち
のように小学生を楽しませられるような人材に
なりたいです。

中央大学
りこボラ！

拓殖大学
地域ボランティア
愛好会

このほかにも「はじめてボランティアをして
イメージが変わった！」や「また参加したい！」
「楽しかった！」など多くの感想を頂きました。
今回の活動をきっかけに新たに別のボランティア
活動をはじめる学生も増えてきました！
今後も地域の中で活躍してほしいと強く
思いました。（風祭記）
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