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■パソコンなんでも相談　オンラインにて実施
毎週月曜日の 10 時～ 15 時に開催しておりました
パソコンなんでも相談は、臨時休館中、オンライン
（Zoom）にて実施することといたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はこちら→

■フジサワアイデアソン” ポストコロナ” の子どもを
　取り巻く環境を考える～（Zoom）
参加者でアイディアを出し合う中でお互いの相互理解を図り、これか
らの子ども達を取り巻く環境を共につくり上げていくつながりを生み
出していきます
　日時：2021 年 3 月 18 日（木）　14：30 ～ 16:30
　対象：子育て世代や子どもに関する課題に
　　　　取り組む NPO や企業、教育機関の方
　料金：無料
　定員：30 名
　問合・申込：市民活動推進センター

■VOLUNTEERS2021 特別号　発行
今回のテーマは「フジサワ ワカモノ劇場」です。
本号は特別号として、制作メンバーである高校生・
大学生・社会人の体験談やインタビューを交えて
お届けします。     　　　　　　　　　詳細はこちら→
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■藤沢市市民活動支援施設の臨時休館 1月13日（水）　  ～   　3月7日（日）

■志塾「市民活動プラザの使い倒し方」 2月28日（日）・3月7日（日）・14日（日）

■ITサポート講座「団体のウェブサイトを作成しよう！」 3月22日（月）・29日（月）13:30～16:00

　たとえオンラインでの繋がりでも想いは一つ。そんな趣旨を
持って 2021 年 1月 30 日に「みんなの歌をひとつに～オンライ
ン録音会～」が藤沢ビッグウェーブ主催で実施されました。オ
ンラインで参加された団員の方々がステージでの歌声や
YouTube の音源にあわせて一緒に歌う、といったイベント。
今回はその運営サポートを行なっていた市民活動団体「おとと
き♪（以下おととき♪）」の皆さんにお話をうかがいました。
　おととき♪は、日常的な空間に良質な音楽を生で聴ける

「場づくり」を大事にし、演奏の現場を探している音大生に経験
を、来場者の方々には生演奏での音楽の良さを伝える「場」を
それぞれ提供している活動をしています。しかし、コロナ禍の
影響によって 2020 年度の活動実績は０とのこと。（株）有隣堂
さんの協力で定期的に開催していたトレアージュガーデンでの
演奏会やアウトリーチと呼ばれる訪問演奏会も中止となりまし
た。オンラインを活用した生演奏の配信事業を模索していたも
のの「聞くだけのライブ配信を行うことは何か違う。

（つづく）

■フジサワアイデアソン 3月18日（木）　　　      14：30～16：30

■NPO・市民活動・地域活動のための IT講座
　「団体のウェブサイトを作成しよう！」(※3月に延期して実施いたします )
無料ウェブサイト作成ツール「Jimdo」で、ウェブサイトを作成して
みましょう。ウェブサイトの仕組みから実践まで 2 週の連続講座です。
　日時：2021 年 3 月 22 日（月）13：30 ～ 16：00
　　　　　　　   3 月 29 日（月）13：30 ～ 16：00
　会場：市民活動推進センター　会議室
　内容：ウェブサイトの仕組み・作成（実践）ほか
　料金：1 団体につき 2,000 円
　対象：NPO・市民活動・地域活動に関わっている方
　問合・申込：市民活動推進センター
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※ビル名が変更になりました

■志塾「市民活動プラザの使い倒し方」～団体紹介で判る
　活動に必要なコト～（Zoom）
市民活動の活動を続けるための現状把握は、周りの人の意見を聞きな
がら考えていくのも有効です。今回は、「団体を紹介してみる」ことか
ら楽しく情報共有していきます。他団体の話を参考にプラザを使った
地域資源の活用の道筋を知っていただきます。
　日時：2021 年 2 月 28 日（日）　10：00 ～ 11:30
　　　　　　　   3 月   7 日（日）　10：00 ～ 11:30
　　　　　　　   3 月 14 日（日）　10：00 ～ 12:00
　対象：NPO・市民活動団体
　　　　（活動を考えている個人の方も可）
　料金：無料（定員：7 団体）
　問合・申込：市民活動プラザむつあい
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どうしてボランティア　 c a s e 1

ボランティアという言葉

vol.139

　今号からスタートする「どうしてボラン
ティア」では、ボランティアやインターン
として活動する方々から、どういった気持
ちで活動を始めたり続けたりしているのか
を手記を寄せていただき、紹介していきま
す。なかなか面と向かっては聞けないボラ
ンティアする「心持ち」を読み取ってもら
えたら幸いです。初回は支援施設が発行す
る「VOLUNTEERS」で取材やイラストなど
のボランティアをしてくださっているサ
ポーターさんから寄稿していただきました。

CASE１：「なんか面白そうだからやって
みようかな」　小島奈々さん（大学４年生）

　「どんなボランティアに参加したことがあ
るの？」と聞かれたら即答できるますが、
はじめては？と聞かれると、そもそもいつ

だったのか、何をやったときなのか思い出
せません。というのも、参加したものに対
してボランティアと私自身が認識していな
いところにあると思っています。
私のモットーはやらない後悔より、やる後
悔です。とりあえず面白そうだなと思うこ
とは、片足でもいいから突っ込んでみよう
という具合に、ボランティアを始めたきっ
かけも同じくらい単純で「人と話すことが
好きだし、なんか面白そうだからやってみ
ようかな」というように軽い気持ちでした。
結果として、幅広い世代と交流ができ人脈
が広がり、多様な価値観に触れることで自
分の核となるものは何かを考えるきっかけ
にもなりました。
　始める前はボランティアとは社会貢献意
識の高い人が必ず通る登竜門だと思ってい
ました。いざ自分はと今回書きながら思い

返してみると、その思いは特になく、面白
そうだから参加してみようの一点でした。
気づくと今も様々な分野の活動に参加をし
ていて、趣味のような存在になっている気
さえしています。その時その瞬間の関係性
や活動内容を楽しいと思ったから、なんだ
かんだ続いたのではないかと思います。ア
ルバイトも同じようなスタンスで向き合っ
ている気がするし、私にとってはそれもボ
ランティアの一つなの
かもしれません。もし
新しく何かを始めるこ
とに躊躇しているのな
ら、興味がわくものに
惹かれるまま足を踏み
入れてみるのはいかが
でしょうか。

　日本で現在のように 「ボランティア」の言葉が使われ

てきたのは、1950年代、第二次世界大戦後のことです。

しかしながら、鎖国をしていた江戸時代（1603年～

1868年）にも、自らのコミュニティを守る 「町火消」や 

「自身番」など、自主的な活動が存在した記録がありま

す。さらに、明治維新以降の近代社会においても、学生

による 「救済活動（セツルメント活動）」や住民組織の

共助活動が行われていました。1896年に公布された

「民法」の34条に、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公

益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営ヲ目的トセサルモノ

ハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」との

条文が記され、社会福祉分野における財団法人が設立

されはじめました。

　1923年9月1日に 発災した「関東大震災」において

は、東京帝国大学（現東京大学）の学生が、避難民の溢

れる上野公園で救済活動を行ったことや、近隣県の鉄

道沿線主要駅での救護所では、住民主体の青年団や

消防団が活動してたとの記録が数多く残っています。

当時はその人々を「自発的来援者」と言い、現在のボラ

ンティアにかなり近い活動だったようです。

　戦後の混乱期後の高度成長期に入ると、市民の自主

的な活動は、福祉分野から公害など生活環境における

課題の解決に向かう活動や平和活動、国際活動へと展

開していくようになりました。そのころには、個人の活動

から組織の活動へと発展して行き、「ボランティア」とい

う言葉も徐々に使われるようになってきました。1969年

の広辞苑第2版では「義勇兵」「自ら進んで社会事業な

どに参加する人」との解説がついています。1970年以降

は、ボランティアセンター、ボランティア保険、ボランテ

ィア貯金など、民間で多用されるようになり、1990年以

降、官公庁発行の白書や報告書に頻繁に登場します。

「阪神淡路大震災」の発災年である1995年は、138万人

のボランティアの活動があったことから、「ボランティア

元年」といわれるようになりました。

　日本におけるボランティアの歴史と言葉の使われ方

には時差と変化があり、役割や意味も少しずつ変化し

ています。それでも、16世紀のイギリスで「自警団」「志

願兵」という意味で使われていたことから、ボランティア

の精神が、「自主性」に裏付けられた「社会貢献性」の高

い活動であることは、いつの時代でもぶれることはあり

ませんでした。本誌では、本年度コロナ禍でも動きを止

めない皆様を紹介してきました。自らの意思で、社会的

な行動を、できる範囲で知恵を絞り実行している。これ

こそ、まさに「ボランティア」と言えるでしょう。（て）
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活動で実現したいことは一方通行だとかなえられない。」とい
う考えから、いったん白紙に。何も活動できない状況の脱却
を図りたいものの、なかなか踏み出せない悶々とした時期が
続き、メンバー間の連絡も徐々に減ってきていた状況だった
そうです。
　そうした中、一歩を踏み出すひとつのきっかけになったの
が冒頭でご紹介した「みんなの歌をひとつに～オンライン録
音会～」でした。他団体のイベントでしたが、ステージを配
信し、リモートでの参加者が合唱のような形で参加するといっ
たこの企画には専門的な経験や知識なくしては実施が難しく、
おととき♪の協力は主催者側にとって大きな力になったそう
です。
　自ら企画した活動ではなくてもオファーが来た際にはメン
バーに連絡が来るのが通例とのこと。大河内さんは「10 回に
1 回しか参加できなくても、毎回誘ってもらえるのが嬉しい。
予定空いている時は行ける！ってなります。」と話し、学生
から社会人になった今では参加できる回数が減ったものの
こうした連絡スタイルが参加のモチベーションになると伝え
てくれました。
　イベント後の反省会兼ミーティングの様子も取材させてい

ただきました。振り返りでは、「まさかカメラ操作をするとは
……。」といった配信イベントならではの率直な感想も交えな
がら、リモートの参加者があわせて歌う、という双方向性の
参加型配信イベントのひとつのかたち、としての細やかな
分析も行われていました。例を挙げると、
・リモート参加でも集まって何かする、を大事に
・子どもたちも楽しめるような工夫（一緒に振り付けを踊る等）
　こうしたことから、おととき♪としての今後の活動が見え
てきたとのこと。「音楽、という言葉に捉われ、演奏を届けな
ければいけない、という固定観念を持っていたように思いま
す。今回のオンライン配信イベントのサポートを通じて、
参加者の方々と” おと” を楽しんでもらえる時間を一緒に作
ればいいんだな、と言うことに気づくことができました。」と
代表の佐久間さんは話していました。今後は、楽器の構造や
演奏家によくあるエピソード、など、演奏に拘らない音楽に
まつわる楽しさを伝えるような配信事業を検討していくとの
ことでした。
　“団体同士で力を合わせてひとつのことを実現する” その
つながりは、今回のおととき♪のように 0 から 1 を見つけら
れるかもしれません。（記事作成　小島・桜井）

おととき♪

設立：2016年10月

問合せ：ototoki.010@gmail.com
　　　090-9200-4468
Twitter：https://www.facebook.com/
　　　   ototoki.010　

　「おと」によるやすらぎのひと「とき」を届け
るをモットーに活動する市民活動団体。
　音楽を専門に勉強している学生や卒業し
たばかりの若いアーティストに活動の場を
提供し、藤沢市を中心に市民に生の音楽を
届け、音楽を通じて人と人とつなぐ場を作っ
ています。
　本屋さんや飲食店他フリースペースでの
演奏会の企画運営、学童や保育園などへの
訪問演奏、地域イベントへ参加といった活動
を行っています。

　コロナ禍の影響で活動できずにいました
が、オンラインを使って音楽を届ける試みを
学童で実施予定です。演奏会をして欲しい
などのご相談お待ちしています。

イベント当日の様子

イベント当日の様子
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