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２０１９年１０⽉１６⽇ 第７５回ボランティアスクール 第１講「開講！ボランティア塾！」にて  
 

“たのしい” ことに 
    いっぱい出会えたボランティア 

― 先輩ボランティアからのメッセージ ― 
話し⼿ ⼩ 林 栞 菜 さん（元南⼭⼤学ボランティアサークル） 

伊 藤 沙 也 ⾹ さん（元同朋⼤学⼼⾝障害福祉研究会 ） 
聞き⼿ 伊 東 宏 崇 さん（ボランティアスクール企画委員 ） 

 

始まりは「なんとなく」から 
司会：それでは第７５回ボランティアスクール、第１講をはじめさせていただきます。よろしくお願いい
たします。本⽇の講師は伊藤沙也⾹（さやか）さん、⼩林栞菜（かんな）さん、伊東宏崇（ひろたか）さ
んの３名です。こちらの⽅々は学⽣時代からボランティアに参加し、現在は社会⼈として多⽅⾯で活躍
されている先輩ボランティアです。この三⼈の⽅に、「開講！ボランティア塾」というテーマで、ボラン
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ティアを始めたきっかけや続いている訳などお話していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
伊東：先ほどお名前の紹介はありましたが、改めて⾃⼰紹介をお願いします。 
⼩林：皆さん、こんばんは。⼩林栞菜と申します。もともとは南⼭⼤学のボランティアサークルで活動し
ていました。今は久屋⼤通にある会社で働いています。お⼿元の紙に少し書いてあるのですけど、主なボ
ランティアとしては、⼦ども関係のボランティア、あと献⾎とかをやっていました。今⽇は皆さんと楽し
い時間を過ごせたらと思うので、よろしくお願いします。 
伊藤：伊藤沙也⾹と申します。同朋⼤学の⼼⾝研サークルに⼊っていました。今は社会⼈２年⽬で⼤阪の
⾼齢者施設のショートステイ担当として働いています。学⽣時代はキャンプだったり、お祭りのお⼿伝
いだったり、今は⼤阪で障がい児に⽔泳を教えるボランティアをしています。今⽇はよろしくお願いし
ます。 
伊東：はい、ありがとうございました。私の⾃⼰紹介なんですけど、昭和６２年に名古屋市で⽣まれて、
さっき⼊ってくるときにお気づきの⽅もいたと思いますが、⾜がちょっと悪いということで、先天性の
家族性痙性対⿇痺です。聞いたことないですよね、どこが原因かもわからない病気です。昔は⼩児脳性⿇
痺という名前でした。現在働いているのはＪＲ東海です。⾞両基地があって、そこの事務の仕事をしてい
ます。という三⼈で今⽇６０分話をしますのでよろしくお願いします。ではまず、お⼆⼈の趣味を聞いて
みようかな。 
伊藤：趣味は、ライブで全国を回ったりすることと、舞台を観ることと、あとはマラソン、フルマラソン
を主に⾛っています。今度も１２⽉１⽇に⼤阪マラソンと、３⽉に名古屋ウィメンズマラソンに出るの
で、よかったら応援に来てください。 
伊東：マラソンは？もう何年くらいやってるの？ 
伊藤：もう、５年くらいやっています。 
伊東：そんな運動万能な伊藤さんですが、⼩林さんはどんな趣味かな？ 
⼩林：このあとに⾔うの嫌ですね（笑）。えっと、最近は服作るのにはまっていて、先⽇もスカートを２
着作りました。⾃分で作ったスカートを何気ない感じで会社に履いて⾏って、「そのスカートかわいいね」
と⾔われて、したり顔で「そうでしょ」というのが最近の趣味です。（笑） 
伊東：なかなかいい趣味だね。 
⼩林：よく⾔われます。（笑） 
伊東：その趣味はボランティアをしていてやりたくなったんですか。 
⼩林：それは関係ないです。ボランティアも趣味です。（笑） 
伊東：ボランティアも趣味なのね。伊藤さんは？ 
伊藤：趣味です。 
伊東：では、そんな趣味のボランティアを始めたきっかけを聞いてみようかなと思います。とは⾔って
も、いきなりずっと喋るのは疲れると思うので、まず私がボランティアを始めたきっかけをお話しよう
と思います。（私は）平成１５年に⻄区の⻘い⿃医療福祉センターで⼿術をしました。そこはリハビリを
要するということで平⽇ずっと病棟に⼊所するんです。それで半年終わった頃に、今で⾔う看護助⼿の
⼈が病棟の中にもいて、例えば⾝体障がい者や⾝体障がい児童の洗濯物を畳んだりする仕事をしていた
んですけど、その⼈のお⺟さんが調⼦悪くなって急遽⽯川県に帰ることになって、ある⽇突然いなくな
ってしまったんです。どうしても失禁とかする⼦どももいるので、洗濯物が⼀⽇でいっぱいてんこ盛り
くらいにたまるんです。看護師さんたちがそれを畳んだりするんだけど、看護師さんたちも医療業務も
やっているので、なかなか畳めない。そうするとすさまじい量になる。ということで、私が退院してから、
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家が近かったので毎⽇洗濯物を畳みに⾏くようになったんです。２、３か⽉やっていたら、当然まあボラ
ンティアというふうに⾒られるようになリました。ただ当時⾼校１年⽣だった私はボランティアという
のを偽善者的で、なんか⼩っ恥ずかしいと思っていたので、「ボランティア登録しないんですか？」と⾔
われたけど「しません」と⼀回はお断りしたのですが、ただその後やっぱり⼦どもたちと関わることもあ
るということで結果登録をしました。そこから１５年ボランティアをやっているということです。では、
お⼆⼈のボランティアを始めたきっかけも、伊藤さんから聞かせてもらおうかな。 
伊藤：⼀⾔で⾔ってしまえば「なんとなく」なんですけど、⼤学⼊って何かしらやりたいなと思ってい
て、⼊学式が終わってから外へ出た時たまたまビラ配りしているのを⾒て興味が湧き、そのビラ配りを
していた「⼼⾝障害福祉研究会（通称：⼼⾝研）」というボランティアサークルにご縁があって⼊りまし
た。でも、最初２年くらいは全く活動せず、３年⽣のときにあさみどりの活動の担当になってからやっと
活動し始めた感じです。 
伊東：⼩林さんは？ 
⼩林：私も、明確な理由があってボランティアを始めたわけではなくて、これもなんとなくですが、⼤学
に⼊る時に⾃分が何をやりたいか考えてもともと⼿話をやってみたかったんですね。それで、⼤学に⼿
話サークルないかなって探したらなくて、どうしようかなと悩んでいたら、⼤学で初めて友達になった
⼦が３⼈いたんですけど、その⼦たちの中にボランティアサークルに⼀回⾒学に⾏きたいという⼦がい
て、⼀緒に⾏ったら、なんとなく雰囲気良さそうな、優しそうな⼈たちばっかりだったので、とりあえず
⼊ってみようかと、なんとなく活動に参加して、なんとなく楽しくなってきて、なんとなくそのまま続け
て卒業したという感じです。 
 

おもしろかったこと、楽しかったこと、あれこれ 
伊東：ボランティアしようと思ったのは
⼤学⼊ってからなのかな。じゃあ、⼩林
さんは具体的にこれまでどんなボラン
ティアをしてきたのかな？ 
⼩林：⾃分が所属していた南⼭⼤学ボラ
ンティアサークルが結構何でもするサ
ークルで、ちょっと⼀⾔ではまとめられ
ないんですけど、例えばあさみどりの会
の活動で、⼩学⽣の⼦どもたちと⽉１で
遊んだり（新池⼦どもクラブ）、あと知
的障がい児とその家族と⼀緒に３泊４
⽇のキャンプをしたり、献⾎の呼びかけ
をしたり、あとお祭りのボランティアとか、ほんとにいろんなことをしてきましたね。 
伊東：伊藤さんはどんな感じかな？ 
伊藤：私もほとんどがあさみどりの会の活動が多くて、（さわらび園の）キャンプや宿泊療育だったり、
お祭りのボランティアだったりが多かったですね。⼤学を卒業してからは、さっきも⾔ったんですけど、
障がいの⼦たちに⽔泳を教える活動を休みの⽇とかに⾏っています。 
伊東：ありがとうございます。三⼈ともあさみどりの会で出会ったので、私も同じような感じですね。あ
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と、このボランティアスクールの企画を⼀緒にやってきましたね。じゃあ、そんな⼤学に⼊ってから始め
たボランティアで、おもしろかったことやうれしかったこと、楽しかったことについて、先に⼩林さんか
ら聞いてみましょうかね。 
⼩林：えー、そんなのいっぱいあるんですけど。 
伊東：それではいっぱい、お話を。 
⼩林：私、すごい野菜が苦⼿なんです。ほんとに緑の野菜が嫌いで⾷べられないんです。それで、キャン
プで出るお弁当に絶対ブロッコリーが⼊っているんですよ。私この世で⼀番ブロッコリー嫌いなんです
よね。でも、⼦どもたちの⼿前⾷べないといけなくて、⼀⽣懸命に⾷べるんですけど、⼤学２年⽣にして
泣きながらブロッコリーを⾷べるということがありました。泣きながら⼤の⼤⼈が⾷べるという姿を⼦
どもたちも⾒ていて、⾃分も苦⼿な⾷べ物を⾷べてくれるんですよ。『かんちゃんが泣きながら頑張って
⾷べているから僕もがんばろう』って⾷べてくれたのはすごい嬉しかったです。⾷べた後、私と⼀⽣懸命
野菜を⾷べた⼦と⼆⼈で（さわらび園の）先⽣に「私はブロッコリー⾷べたよ」「僕はトマト⾷べたよ」
というのを報告しにいって、⼀緒に頭をなでてもらったという思い出があります。（会場 笑） 
伊東：そんなブロッコリー嫌いの⼩林さんは、ブロッコリー以外にはなかったかな？ 
⼩林：ブロッコリー以外でちょっと⼤変だったのは、⼤変というか、もうちょっとこうすればよかったの
かなということはあります。初めて（さわらび園の）療育キャンプに参加した時に、園児の⼦のお兄ちゃ
んで、⼩学⽣の知的障がいを持った⼦の担当ボランティアをして、すごいその⼦が⽣き物が好きで、⾏き
のバスで休憩した所がすごい⾃然が豊かで、その⼦が⽣き物をなんでも捕まえてきちゃうんです。その
休憩所の所でクモが巣張ってるのを⾒つけて、そこにクモが３匹いたんですよ。⼤変うれしかったんで
しょうね、その⼦は私に⾒せたくなっちゃって、巣ごと３匹抱えてきたんです。「栞奈さん、はい！」と
差し出すのを「（こわごわ）ありがとう」と受け取ろうとして、すぐ受け取れなかったということがあり
ました。結局受け取ったんですけど、あれは結構つらかった。最終的に「クモの巣はクモさんのおうちだ
から、⾒るだけにしようね」と⾔ったんですけど、その捕まえれたこと、⾒つけてきてくれたことをほめ
られなかったので、それはすごい反省しました。 
伊東：伊藤さんはあるかな？ 
伊藤：私も⾍なんですね。キャンプのボランティアはさわらび園さんと、もうひとつ毎年⼀回、つぼみの
会（愛知県⾃閉症協会）のキャンプにサークル（⼼⾝研）として参加していて、障がいのある⼦どもさん
とマンツーマンで過ごすんですけど。まあ、どっちも⾍はいて、もうどこにでもいるんで、寝てたらクモ
が歩いているとか、電気点けると⾶んでくるとか。もう⾍嫌いにとっては最悪ですね。でも私強がりなん
で、⼤丈夫な雰囲気を醸し出しつつ、『早くいなくなってくれ』と願っていましたね。 
伊東：お⼆⼈とも⾍がダメなんだね。でも⼆⼈とも、それでよくキャンプに⾏こうと思ったね。キャンプ
に参加したのは⼀回だけじゃないよね。なんで続けようと思ったのかな？ 
⼩林：⾍にも勝るいろんな良いことがあるので。 
伊東：⾍にも勝る良いことがあった？ 伊藤さんは？ 
伊藤：同じく。（会場笑） 
伊東：⾍以外は別につらいことはなにもなかった？ すごい楽しかった？ 
⼩林：⼀個・・・・。 
伊東：⼀個ある？ 
⼩林：まじめにちょっとつらかったことです。最終的には毎回何とかなったんですけど、まれに⾃分とな
かなか関係がうまくいかないお⼦さんとペアになってボランティアすることがあって、ものすごい拒否
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されてそれが１時間とか続いたりした時はすごいしんどかったですね。接し⽅とかを変えたり、（さわら
び園の）先⽣に話を聞いてもらったりして最終的には何とかなったんですけど、例えばボランティア初
体験の⼈がそういう出会いに当たっちゃうと、その後のフォローをうまくしないと『ボランティア続け
られない、つまんない』とか、『難しい』という思いになっちゃうんだろうなとすごい思いました。私も
結構しんどかったです。 
伊東：今は⼤丈夫なんだけど、私もすごい嫌なことが⼀個あってね。⾼校卒業してすぐの頃、べにしだの
家のお祭りにボランティアで参加したんですが、終わると打ち上げがあるでしょう。その時全員⾃⼰紹
介するというのがあって、今はそんなことはないんだけど、その当時は⼈前で喋るのが嫌で、マイク回っ
てきそうになったら、トイレに密かに逃げていくというふうだったんです。もう今はね、⾃然とマイクを
取りに⾏くようになってしまってね。慣れって怖いなと思うんですよ。お⼆⼈は⼤丈夫だったかな。あさ
みどりって、そういう⾃⼰紹介とか急に回されてくるでしょう。あんまり経験ないかな。伊藤さんなんか
静かな雰囲気するけど、そういうのは苦⼿じゃなかった？ 
伊藤：⼤の苦⼿です。 
伊東：⼩林さんは？ 
⼩林：そういうのは割と⼤丈夫です。あさみどりは、仰るとおりそういう機会が多いので、鍛えられたと
ころはありますね。 
伊東：そうだよね。鍛えられるよね。じゃあ、さっきからいろいろ印象深いこととか、印象に残っている
こととか、忘れられないことを聞いているんですけど、伊藤さんはこれまでに⼀番印象に残っていると
いうような出来事ってありましたか？ 
伊藤：私、今⾼齢者施設で働いていて、今の⼒を維持することに⼒を⼊れているので、誰かが成⻑する姿
というのを⾒ないんです。けれど、プールボランティアをして毎週⾏くたびに担当する⼦が違って、そん
な⼦どもたちと関わる中で、最初潜れないし泣いて動けなかった⼦が１か⽉あとに担当したら潜れてい
るとか、その次担当した時は５メートルを⼀⼈で泳げるようになったとか。その間にもその⼦⾃⾝の⼒
とか他のボランティアさんの⼒もあるんですけど、どんどんできていることが増えるというのを⽬の当
たりにすることがなんか⾃分のことのようにうれしいというか、なんかすごいなって。他にも“プールサ
イドで⼤泣きしていた⼦がプールに⼊れている”“⽔泳帽⼦をつけれなかった⼦が⾃分でつけようとして
る”など、成⻑ってこんなすごいんだっていうのを⾝に染みて感じてます。 
伊東：ありがとう。⼩林さんは？ 
⼩林：年に⼀回、児童養護施設でいろんな理由で親御さんや家族と過ごせない⼦たちの『１⽇親代わりボ
ランティア』というのがあって、朝から⼣⽅まで⼀⽇中ペアになってずっと外で遊びまわるというボラ
ンティアがあるんですけど、はじめて担当した⼦が、結構どうしようもなく⼤⼈とうまくやれない⼦だ
ったんですね。ずーっと泣かれて「このお姉ちゃん嫌だ、絶対に遊ばない」って⾔われて、施設の⼈も３
⼈ぐらい集まってきちゃって頭抱えてどうしようってなってたんです。けれど、結局ちょっとしたきっ
かけで喋ってくれるようになって、最終的にバイバイするときに「来年もお姉ちゃんでいいよ」と⾔って
もらった時にすごいうれしくて泣いちゃって。ブロッコリーの⽐じゃないくらい泣いちゃって。それが
ほんとに今でも印象に残ってますね。 
伊東：うれしいよね。私もあさみどりの会のれいんぼうワークスに⾏き始めた時、最初ボランティアって
何かしないといかんような気がしていた。でも、職員の⽅に「何もしなくていいよ」と⾔われて、その何
もしないのが功を奏したのか、こちらからずかずか⾏くと離れて⾏っちゃうある利⽤者さんは、逆に接
しないことによって、向こうから気にしてくれるようになったのか、お祭りとかで会って「伊東さん、○
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○好き？養命酒知ってる？」とかね。そうやって来てくれるようになったのは⾮常にうれしかったです
ね。伊藤さんもそういうことってあったのかな？ 
伊藤：さわらび園のキャンプにはじめて⾏った時に本部ボランティアだったんですけど、本部って割と
兄弟の⼦と関わったりとかあって、兄弟の⾃閉症の⼦がいて、その⼦も懐いてくれて、川遊びで川に⼊ら
なかったのが、抱っこしたら⼀緒に⼊れたとか、確かそんなことがあった気がします。遠い記憶なのでそ
んな鮮明じゃないんですけど、「お姉さん、お姉さん」って来てくれた⼦がいました。 
伊東：ボランティアをやっているとそういうのあるよね。 
 

社会人になって思うこと 
伊東：じゃあ、社会⼈になって思う
こと、何かありますか？ 
⼩林：伊藤さんと共感したことで、
社会⼈になって⼀つ思うことがある
んですが、それは伊藤さんにお願い
しようと思います。えーっと、私は
ボランティアをしていて良かったな
と思うことはいっぱいあります。「具
体的に何？」と⾔われるとちょっと
難しいんですけど、ボランティア活
動している中で⼀つひとつのちょっとした気配りとか、周りをふと⾒てみることとか、こっちが思って
いることが実はすごい素直に⼈に伝わるものなんだなという体験をしてきました。なんか⾃分が思って
いることが⼈に伝わるってことを、⼦どもとの関わりの中ですごい学べたり、あと本当に、気配りという
⾯でボランティア活動している中ですごい培われた部分があって、それが今の社会⼈⽣活にすごい役⽴
ってる部分は要所要所であります。（笑） 
伊東：⼆⼈の共通の思いがあるのかな？ 伊藤さんが社会⼈になって感じることは? 
伊藤：はい。さっきの⼆⼈の意⾒が合ったんですけど、社会⼈になってなかなかボランティアに参加しに
くくなってはいるかなと思います。特に私は今、もともと障がい児の分野がやりたくて、⼀応視野が広が
るようにということで⾼齢者施設に⼊職したんですけど、今、プールで障がい児との関わりとかやって
いて、また障がい児の分野の仕事に就きたいという思いが強くなっています。それで今、保育⼠の勉強を
しているんですけど、その中で実習とか⾏けないのでそういう保育園だったり、さわらび園さんみたい
な所にボランティアに⾏きたいなと思って、ネットを⾒たりするんですけど、『⼤学⽣⼤歓迎』とかが多
くて、なかなか社会⼈が⼊れるという所がないんです。まあ、そこの施設に連絡すればいいとは思うんで
すけど、その『⼤学⽣⼤歓迎』という⼀⾔を⾒るとなかなか問い合わせができなくて…。今⼤阪なので、
そういう横のつながりもなかなかなくて⾃分で探すしかないので、そういうのが今⼀番⼤変というか、
社会⼈になってやりにくいかなっていうのはあります。 
伊東：そうだよね。私も⼀時期そうだった。１８歳で学⽣から就職してね、毎⽇のように授業に寝に⾏っ
とるような奴が急に仕事始めたら、家に帰ったらすぐに寝てしまうのね。たまにボランティアスクール
のお知らせとかお誘いが家に来るんだけど、なかなかボランティアに参加できなくなって。毎⽇おうち
との往復の中でストレス性の胃炎になって、「もうあと１か⽉同じ⽣活を続けたらお腹に⽳あきますよ」
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と医者から⾔われました。じゃあまあ、ちょっと気晴らしでと、ボランティアに⾏ったら、あさみどりの
⽅がこうやってお菓⼦やジュースを出してくれたり、職員の⽅がラーメンとかに連れてってくれてね。
そんななんで話を聞いてもらっている間に、汚い話ですけど⾃然とずっと続いていた下痢がぴたりと⽌
まりました。⾃分はその時気づいていなかったのですが、ストレスがだいぶ溜まっていたみたいです。ボ
ランティアって、そういうところでも⾮常にいいのではないかなと思います。じゃあ、さっきね、卒業し
てからなかなか案内が来なくて参加しづらいということでしたけど、それでもボランティアをやりたい
気持ちは⼆⼈ともあるようですが、それはなぜですか？  
伊藤：はい。⼀番には楽しいからというのがあります。私はボランティアをするといっても、誰かのため
という気持ちはあんまりなくて、ただ⼦どもと遊びたいからとか、⼤学の時にたまたまそれを⾒つけた
からというのもあるんですけど、その障がいの程度も含めて⼀⼈ひとり違う⼦と関わって、その⼀⼈ひ
とり違うところがまた楽しかったり、『こういうところおもしろい』『こういうところ⼤変だけど楽しい』
って思うからですかね。今⾏っている⽔泳のボランティアも命を預かっている部分もあるので⼤変なこ
ともあるのですが、例えば脳性⿇痺の⼦が浮き具を使ってプールに⼊ると⾜を着いて歩いてる姿とか、
⼦ども⼀⼈ひとりが違ったり、そういう発⾒だったりが楽しい。それが結局⾃分のためになっていたり
します。今、保育⼠⽬指してみよう思っていることとか、仕事の⾯でもお⾵呂介助とかする時に利⽤者さ
んに「⼩さい頃の歌を教えてください」って歌ってもらった歌を、今度はボランティアに⾏った先で歌う
と喜んでくれたりとか。結局なんか⾃分の⽣活に⽣きがいというかプラスの⾯が⾒いだせているから、
（ボランティアを）やりたいと思っていると思います。 
伊東：⼩林さんは？ 
⼩林：まったくその通りですね。私の周りのボランティアによく⾏く⼦とか続けている⼦とかでも皆ん
な「楽しいからやってる」と⾔っていますね。もちろん誰かのためになるからとか、何か良いことしたい
からという気持ちも無くはないんですけど、決してそれが⼀番ではなくて、純粋に本当におもしろいか
ら、楽しいから、やってみたいから、やっているだけなんですよね。じゃないと続かないし、私⾃⾝も性
格的にやりたくないことは絶対やりたくないし、楽しいこと以外やりたくないので、実際ボランティア
をやってみると楽しかったから、今でも出来る限りやっているという感じですね。 
伊東：ありがとうございました。今回講師に来てもらったお⼆⼈ですけど、⼩林さんはボランティアスク
ールの実⾏委員⻑とかやっていましたよね。伊藤さんは『出発（たびだち）を祝う会』（社会⼈になる学
⽣ボランティアを送る会）の実⾏委員⻑をやっていましたよね。そういった経験が社会⼈になってから
活きていることはありますか？ 
⼩林：そうですね。そもそもボランティア活動として、まず企画から携わることができることって結構数
少なくて、例えばそのボランティアが３時間のボランティアだったら、３時間の中で楽しいとか学べる
ことがあったりとか失敗することがあっても、その３時間だけのボランティアで終わっちゃうんです。
でも、その３時間のボランティアのための企画から携わっていると、その３時間のボランティアに対す
る理解がすごく深まって、結果的にもっと本質的なものが⾒えたり、思い⼊れが強くなったりしてその
思い⼊れが強くなるだけでもなんかそのボランティアに対して⾃分は企画から携わったんだという⾃信
になったりとか、思い出になったりしたからすごい良かったなと思います。今⽇も初めに実⾏委員⻑の
あいさつがありましたが、あれをやらせてもらったり。⼤学の授業終わった後に、こういうふうに他の⼤
学の⼈と集まって、はじめましての状態から皆んなで⼀個の企画を作り上げていくというのは、すごく
良い経験になったと思います。社会⼈になって活かせるかどうかはその⼈次第だとは思います。 
伊東：はい。伊藤さんは？ 
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伊藤：ボランティアをしていて、結構⼦どもとかは、はじめましての状態で関わるっていうのがやっぱり
多くて。私が今働いている部署がショートステイなので、毎⽇⼊れ替わり⽴ち替わり利⽤する⽅が違っ
て、結構緊急で来られたりとか、「この⼈が来ます。情報は書⾯だけです。あとは来てから対応を考えて
ください」みたいなのが結構多くて。例えばボランティアやっていたからなのか、その適応が臨機応変に
少しずつ出来てきているんじゃないかなとは思います。あとは、私⼈と話すこととか本当に苦⼿で、初め
ての⽅とはだいたい話せなかったです。こうやってボランティアスクールとかで携わらせてもらって、
少しずつ初めての⼈とか、そういう⼈でも話せるようになってきたかなとは思います。 
伊東：私も、なないろコンサートという福祉コンサートがあって、第１３回を１５年ぶりにやることにな
り、その企画に携わる中で⾃分の親世代ぐらいの法⼈の職員の⽅が来ていろいろ喋っていたら、３⼈ぐ
らいに囲まれて「伊東くん、実⾏委員⻑やらない？」って⾔われて…、もう「はい」としか⾔えないよね。
そのコンサートをやったのが『ウィルあいち』の８００⼈キャパのホールで、まあ、⼩林さんの話じゃな
いですけど、⾒ず知らずの⼈の前で実⾏委員⻑あいさつをさせられるわけです。ましてや⼈の前で喋り
たくない奴が、ものすごい緊張の中で舞台の緞帳の前で喋るわけです。その緊張の中どんな⼈たちがい
るだろうと思って会場の⽅を⾒たら、舞台上がると何も⾒えない。あいさつなのでスポットライト当て
られているから、誰⼀⼈⾒えない。なんか⼀⼈で喋っている感じで、意外に緊張しないなという不思議な
経験をしました。今はああいう⼤きい所で会社の発表会とかあると、「司会やってくれる？」とか、「なん
かやってくれる？」とか⾔われても、「別にいいよ」って思えるようになりました。皆さんも声をかけら
れたら、いやいやでも受けると、後で意外にそれがいい経験になります。何でもやってみることだよね。
じゃあ、そんなところから、お⼆⼈の思いをずっと喋ってもらっていますけど、改めてお⼆⼈が思うボラ
ンティアってどういうものですか？ 伊藤さんからでもいいかな。 
 

私が思うボランティアとは 
伊藤：⾃分が思うボランティアは、結局の
ところ、⾃分次第で何事も変わるかなと
思います。「やる、やらない」は⾃分次第。
ボランティアをやりたいと思っていなく
ても、例えば SNSだったり、ネットで「あ、
これ興味あるかも」って思ってるのはボ
ランティアだったりすることもあると思
います。ボランティアってやっぱり世間
のイメージだと⼈のためとか、誰かのた
め、それこそ『偽善者に思われる』ってい
うのがイメージとしてはあるかもしれな
いんですけど、結局⾃分が楽しかったり
するのが⼀番なのかなと。それが⾃分のためになって、⼈のためにもなっていくから。そうですね、まと
められないですけど、結局⾃分のためにやっていることが⼈のためになるんじゃないかなと思います。 
伊東：⼩林さんはどうかな？ 
⼩林：まったくそのとおりですね。でも、『ボランティアとは』って、なんか結構、それこそなんていう
か「こういう感じでボランティアについて考えましょう」とか、「学⽣がボランティアをする意義とは？」



 
第三種郵便物承認             療 育 援 助           ２０１９年１２⽉１０⽇ 

 

9 

みたいな話とかってありがちだと思うんですけど、なんか詰まるところ、やっぱりさっきも⾔ったけど
私⾃⾝は楽しいからやっていて、沙也⾹さんがさっき仰ったとおり、⾃分が楽しいと思ってやっている
ことが結果的に⼈のためにもなっている。なんていったらいいんでしょうね、うーん、難しいですね。で
も、ボランティアじゃないと経験できないことって、やっぱりあるかなとは思っていて。その明⽂化はで
きないんですけど、例えばバイトじゃ得られなかった横のつながりとか。私⾃⾝が今でもあるつながり
だと、⼤学２年⽣のときに療育キャンプで担当した⼦どものお⺟さんと今も“LINE”のやりとりをしてい
ます。「こんなふうに成⻑したよ」って、「中学⽣になりました」とか LINEで来たりして、そういうつな
がりは絶対バイトじゃ得られなかったと思いますね。まあそうですね、ボランティアでも、例えばバスケ
部とか軽⾳とか何かの活動に参加するってことはそれだけで縦のつながり横のつながりができると思う
し、じゃあ⾃分が何を楽しいと思うかで、私はたまたまそれがボランティアだったという感じですね。ま
あ詰まるところ、私にとってボランティアとは楽しいからやるもの、決して誰かのためというその思い
だけじゃなくて、⾃分が楽しいからやること、それが結果的に⼈のためにたまたまなっているだけなも
のですね。すみません、⻑々と。 
伊東：はい、思いがあればもっと喋っていただいてもいいですよ。⼆⼈とも、ボランティアとは「楽しい」
で合っている感じだね。あとは、まあ⾃然体でやることも⼤事だね。キャパオーバーをせずにね。⾃分が
⾏きたいと思う時に全⼒で⾏って、⾃分も全⼒で楽しむと良いのではないかなと思います。じゃあ、最後
にいい時間になってきたので、今⽇お越しの皆さんにこれだけは伝えたいということを、⼩林さんから
お聞きしたいと思います。 
⼩林：ちょっと、そういう質問あるなら、事前に⾔っておいてほしかったですね。（笑）んー、でもまず
は平⽇のこんな時間に、特に社会⼈の⽅、来ていただいてありがとうございます。それに⾒合った時間に
なったかどうかは分からないんですけど、ちょっと講座の中でも⾔ったんですけど、結果的にそれ（ボラ
ンティア）が “社会⼈になって役⽴つか”“⾃分のためになるか”って⾃分次第なので。何かこう⼀つでも
このせっかく来てくれた時間の中で、⾃分の中で腹落ちしたり、持って帰るものがあってくれたらいい
なあと思います。何回でも⾔いますけど、ボランティアは楽しいからやるものだと私は思っています。決
して義務感とかではやってもらいたくはないなと個⼈的には思います。楽しいからやっぱり好きでいれ
ると思うので、ぜひ皆さんにとって⼼の拠り所となるような、楽しい思い出となるようなボランティア
に⼀個でも出会っていただいたらなと思います。またどこかで⼀緒にボランティアをやる機会があった
らとてもうれしいので、ぜひ声をかけてください。 
伊東：ありがとうございました。では伊藤さんお願いします。 
伊藤：そうですね、同じような感じになるんですけど。ボランティアやっていると悩んだりとかすると思
うんですけど、まあ、これは全部のボランティアに⾔えるかどうか分かんないんですけど、私はボランテ
ィアされる側に⽴つ時があって、それは私がマラソンを⾛る時なんです。結構、何万⼈が⾛るマラソン⼤
会の４２．１９５キロの中で、何千⼈というボランティアの⽅が荷物預かってくれたり、給⽔だしてくれ
たり、メダル渡してくれるといういろんなボランティアの⽅がいて、それに⼒をすごくもらっていて。名
前呼んでくれたり、「あ、ナイスラン！」とか、そういう笑顔がすっごい⼒になるんですね。だから、も
し今ちょっと「ボランティアちゃんとできてるかな？」とか、「⾃信ないな」と思ってる⼈がいても、ど
っかで何かその⼈のためにというか、その⼈を元気づけたり、勇気づけたりする部分が⼀つは絶対ある
と思います。私も⾃信がない⽅なので。でもやっているうちに少しずつは⾃信とかついてると思うので。
何を⾔いたいかか分からないんですけど、その、⾃分が感じてなくても相⼿には伝わっている部分は必
ずあると思うので、⾃信をもって、楽しく、これからもやっていただきたいなと思います。 
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伊東：はい。ありがとうございました。これまでの質問は全部事前に「こういうこと質問しますよ」って
だいたいは⾔ってあるんです。最後の質問だけ⾔っていなかったんで、本⼈たちは今の正直な思いを語
っていただいたと思います。ということで、私からも三つあります。⼀つはがんばっちゃだめ。⾃分のキ
ャパをオーバーしたらだめです。そしたら⾃分が⾟くなってしまう。そして⻑続きしない。私も多分頑張
りすぎていたら、１３年も１４年もボランティアは続いてないです。⼆つ⽬は、⾃分らしくなんでも挑戦
しましょう。とりあえず⾃分が嫌だなと思うことでも、試しにやってみると、案外あとで経験が活きてく
る時があります。突然⾔われたことでもやってみると、あとあと良い経験になったりします。三つ⽬は、
しり込みをしないで、とりあえずまず⼀歩を踏み出しましょう。やってみたいなと思ったら、とりあえず
なんでもやってみる。なかなか緊張してできないなと思っても、これだけボランティアっていっぱいい
るからね。しり込みせず、とりあえずやってみたいと⾔うと、誰かが⼿助けしてくれます。当然職員の
⽅々も⼿助けをしてくれます。それは多分あさみどりに限らずどこの施設でボランティアしても、災害
ボランティアをしても、同じことです。必ず助けは周りにいるので、まずやってみたいことをやってみて
下さい。ということで、いいお時間なので、せっかく⼩林さんと伊藤さんが来てくれているので、質問が
あれば。⼿を挙げてもらえれば、スタッフがマイクをお持ちします。 
 

全力でボランティアを楽しんで 
受講者：今⽇はお忙しい中、来てくださってありがとうございます。⼀番思ったのが、社会⼈の⽅がボラ
ンティアしたいけどする機会がないとか、今までサークルでずっと関わっていたけど声がかからないと
か、そういうのを聞いて、「えーっ？」ってなって。私は今サークル運営をしてる側なので、めっちゃ来
てほしいボランティアとかいっぱいあって、なんかどうやって先輩たちに伝えようかなとか思っていて、
いつもボランティアが終わった後とかにインスタで「何々のボランティアしました」とか、そういう報告
はしているんですけど、「何々のボランティアしまーす。来てください」っていう呼びかけの⽅もやれた
ら楽しそうだなって思いました。あともう⼀つが、私は⼤学のボランティアサークルの⼀応ボスやって
るんですけど（笑）、運営する側のボスなりの悩みもいろいろあるわけで、なんかボランティアする時の
楽しさというのもちょっと今⽋けてたので、なんか、お三⽅の話を聞いて、ボランティアの基礎みたいな
忘れちゃいけないこととかをすごく思い出させてもらえました。私ボスなんですけど、遅刻魔ランキン
グ堂々の第１位を飾るくらい遅刻魔なんですよ。なのでさわらび園のボランティアで８時４５分に東⼭
公園集合とか、起きれないと思いながら「今⽇ちょっとしんどいな」という時あるんですけど、やっぱり
ボランティアするの楽しいから続けてるわけで、なんかお⼆⼈みたいにもっともっといろんな経験した
いなと思いました。 
伊東：はい、ボス、ありがとうございました。ほかに感想や質問とかある⽅いますか？ 
受講⽣：ちょっと⾃分の話をすると、私が１年⽣のときに栞菜先輩は３年⽣で、副主幹をやってらっしゃ
って、私はその先輩らが運営している時に１年⽣として⼊ってきて、栞菜先輩とボランティアに⼀緒に
⾏くと、もう影響しかされないんですよ。⼀緒に療育キャンプにボランティアに⾏って、私は２年⽣で初
めてで、先輩はもう３回⽬のベテランで、ほんとに関わり⽅とかも出来ていて、「すごー」みたいな。さ
わらび園の⽔曜⽇にある「ジョイフル」という療育グループにボランティアに⾏っても、私はちっちゃい
⼦とコミュニケーションをがとるのが苦⼿というか下⼿で、そんな時に栞菜先輩はもうすぐ仲良くなっ
ていて。なんかお話の中で、うまく関われない⼦とか⾔っていましたけど、そのジョイフルの⼦たちがめ
ちゃめちゃ懐いているんですよ。それを⾒て、私も４年⽣になったらそれぐらい出来て、後輩に影響を与
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えられるような「栞菜先輩第２号になりたい」みたいなのを１年⽣からずっと思ってました。それで今、
⾃分が４年⽣になって、そうなれているかというとそうではなくて。なりたいなっと思って⽇々⾏動し
てみるんですけど、それが空回りしてたり、１年⽣の⼦と交流したいなって思ってても⾃分の都合があ
ったり就職活動があったりなどで、なかなかそれが出来ていない。私が１年⽣の時は、『うわーっなんか
すごく明るくて、なんだこの動物園みたいな所は…』と思って、でも居⼼地がめちゃめちゃ良いサークル
だったんですよ。それで、今居⼼地が良いのかなって思ったら、もしかしたら居⼼地が良いって思ってい
る⼈ももちろんいると思うんですけど、多分そうではない⼈も多少いると思うんですよ。『⾃分が卒業す
る前に雰囲気をこう変えていきたいな』みたいなのはちょっとあって、ただそれが出来てなくて…。もし
先輩だったら、⾃分が４年⽣として今までボランティアやってきて、ボランティアサークルにどう携わ
っていきたいかなというのを聞かせていただきたい。なんか４年⽣になってすごい疎外感というか、就
職活動で抜けたりして、３年⽣の頃のように⾃分がサークルに関われている気があまりしなくて、関わ
ろうとはしているんですけど関われないのもあって、ちょっとそこが今引っかかっていて、聞きたいな
と思ってます。すいません、サークルの話ばっかりして失礼いたしました。栞菜先輩もそうですし、沙也
⾹さんにも聞きたいなって思っています。 
伊東：じゃあ、同じ⼤学の先輩が先に喋りますか。 
⼩林：んー、喋りづらくなっちゃいましたね。そうだな、４年⽣になるとサークル活動とかは就活とかで
離れなきゃいけない時期が絶対にあって、夏とか過ぎて就活終わって戻ってきて、なんとなく疎外感っ
て私も感じていました。やっぱり期間が空いちゃうとね。運営をする⽴場っていうのを経験してきた者
として物悲しくなったり、もっとこうしたらいいのにと思うことがあって、でも４年⽣っていう⽴場は、
その次の世代にすでにバトンを渡している⽴場なんですよね。だからあんまり表⽴って、「こうした⽅が
いい、あれした⽅がいい」っていうのもあんまり良くない。そういうジレンマを多分持っていると思うん
ですけど。あの、もうほんと繰り返しになっちゃうんですけど、私、ボランティアをほんとに楽しいから、
⾃分が思うままにやっていただけで。多分、あなたと⼀緒に⾏ったボランティア、ジョイフルでも、キャ
ンプでも、⾃分が楽しいと思う⽅に、良いと思う⽅にという⾏動だけをしていた。決して後輩に良い姿を
⾒せようと思って⼦どもたちと接したわけじゃない。私が楽しいようにしてた姿を⾒て『いいな』と思っ
てくれた。実体験としてそれがあるんだったら、私⾃⾝から⾔えるアドバイスとしては、ぜひ、残り少な
い学⽣のボランティアとして、同級⽣だったり⼤学の後輩と⼀緒に全⼒で楽しんでボランティアする姿
を周りの⼈に⾒せてあげてほしいなと思います。それが全体のボランティアサークルっていうコミュニ
ティーの雰囲気にすごい影響⼒を与えるかというと、そうではないかもしれないですけど、あなたみた
いに、誰かひとりでもあなたが全⼒でやってる姿を⾒てかっこいいなと思ったり、やりたいって思う⼈
が⼀⼈でも増えるんだったら、それはすごいことだと思うし、何より、雰囲気があまり良くないのかなっ
て悩んじゃってボランティアを楽しくなくなるよりかは、まずは全⼒でボランティア⾃体を楽しんでほ
しいなと思います。 
受講者：ありがとうございます。 
伊東：はい。伊藤さん。 
伊藤：同じくというか。私はサークルで役職に就いてたわけではなく、のほほんと⾃分の赴くままにやっ
ていたので⼀概には⾔えないですけど、すべてを⼀瞬、⼀旦忘れて本当に楽しめたら、周りも⾃然に⾒て
くれるんじゃないかと思います。すみません、⼤変さだとかよく分からないので、勝⼿なこと⾔って申し
訳ないですけど。以上です。 
受講者：ありがとうございます。 
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令和元年度 べにしだ祭会計報告 
 

収⼊  ⼿作り品    １６２,５４０円 
      ⽇⽤雑貨    ４６９,６１０円 
      模擬店     ４７９,５７８円 
 

      計        1,１１１,７２８円 
 
⽀出  準備・諸経費  ８９２,８０８円 

 

      計       ８９２,８０８円 
 
差引          ２１８,９２０円 

 
 上記利益⾦ 218,920円は知的障がい児(者)施設整備資⾦として、あさみどりの会に寄付させていただきました。 

ご協⼒ありがとうございました。 
                                    べにしだ祭実⾏委員会 委員⻑ 諏⽅房⼦ 

 

べにしだ祭ご寄付、ご協力者（順不同･敬称略） 
 

ライズＴＯＫＹＯ株式会社 、(株)ホンシュ、(株)伊藤商事、(株)ほてい製菓梅⼲しさらヰ、武市きわえ、樋⼝俊樹、櫻⽊⾥奈、
野⽥阿⾥沙、三浦雅志、澤⽊栞菜、三浦和貴、⼩⻄利憲、吉⽥省吾、森⽥納理⼦、⽵下知輝、渡邊なつみ、椙⼭⽇
南⼦、⼭⽥敬紀、伊東宏崇、鈴⽊悠⼦、堀智⼆、堀川柊平、東松ゆき、平岩恵、宮坂美玖、清⽔達哉、追分千登勢、 
合屋結希、合屋栞、松本商店、⽴正佼成会、たんぽぽ学童、⾵の⼦学童、ゆうぎ研究会、ひょうたんカフェ、 
ラ・エール、ユニオンワークス、ソレイユ中村、どんぐりの森、NPO法⼈ベルフェア、瀬⼾信⽤⾦庫岩塚⽀店、 
豊正中学校、地域の皆様 
ステージ関係：アジマカズキと⽥中と本⽥、オレンジシュガー、モジャコンガ、我楽童、⽯⽥⾳⼈、ZIGSW、KOMA 

 

 

 

第３７回 わらび秋まつり決算報告書 
 

収⼊  ⼿作り品売上  １３３,２９５円 
⽇⽤雑貨売上    １１３,３３５円 
模擬店売上   ２０６,８２４円 
寄附⾦      ４７,０００円 

 

計       ５００,４５４円 
 
⽀出  模擬店費    ２００,９５２円 

諸経費     １１８,７６０円 
 

          計       ３１９,７１２円 
 
差引                    １８０,７４２円 

 
  上記利益⾦は180,742円、寄付⾦としてあさみどりの会に寄付させていただきました。 

ご協⼒ありがとうございました。 
わらび秋まつり実⾏委員会 委員⻑ ⽥中 ひろみ  

 
第３７回わらび秋まつりご寄付・ご協力者（敬称略・順不同） 

 

みよし市、みよし市社会福祉協議会、みよし市⺠⽣委員協議会、三好建設⼯業(株)、神取美都⼦、⾜⽴美智⼦、
服部明⼦、加藤妙⼦、⼩嶋忠光加塩久信、鈴⽊甲造、梅村⾥江、⼭⽥秀⼦、酒井敏⼦、加藤志郎、鈴⽊三雄、 
近藤鋓男、ライズTOKYO(株)、MURO,s COFFEE 室侑治、サーティーワン、(株)野々⼭商事、(有)ウエルギコウ、
三貴フラワーセンター、丸正商事、(有)三好化⼯、なかよし保育園、(株)丸⼯モールド、平野鋼線(株)、⼩嶋、
野々⼭松恵、吉澤淳⼦、福井良雄、三好下区、アイ・アール・ティー(株) ⼊⾕浩之、(株)村上製作所 村上雅則、 
⾦久保元⼦、宮崎ホーム 宮崎⽂⼦、平野かづみ、鈴⽊庸夫、星野孝⼦、わらび福祉園親の会 

 


