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ボランティア体験談　～～高齢者施設で～～

　ホームドクターの待合室でボランティア募集案内を目にしたことがありました。介護
ホームで決まった日時に自分のできるボランティア活動をするという内容でした。オラン
ダにいながら長年日本人社会で仕事をしていましたので、仕事を辞めてからはオランダ社
会中心に暮らすことを考えました。以前見た案内を思い出し家の近くの介護ホームに問い
合わせて見てみました。同じころにNALC発足の動きがありました。 

　週に一度私が通っている介護ホームでは、様々な活動がボランティアに助けられていま
す。時間が決まっているのは、手芸教室、ビンゴゲーム、コーラス、映画鑑賞、絵画教室
など。不定期のものでは、クリスマスの飾りつけ、行事の手伝い、病院の付き添いなどが
あります。介護ホームに暮らしボランティアメンバーとして活躍していらっしゃるご高齢
の方もいます。ホームで開催されたフリーマーケットでは、庭に設置されたお店で接客を
なさっていました。 

　私は、絵画教室を担当しています。鉛筆デッサンや水
彩、クレパス、ぬり絵。文字だけを描いている方もいま
した。参加者は、週に一度教室に集い画用紙に集中して
手を動かしています。勿論お茶を飲みながらのおしゃべ
りのひと時もあります。絵画教室で絵を描いていること
を訪ねてくる家族に楽しそうに話していたと聞きまし
た。毎週決まった時間になると歩行器を使って教室に
やってくる人たちと一緒に過ごすことは、私にとって貴
重な癒しの時間になっています。（G）　 

 　早いもので11月に入り、秋も深まってきました。皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。 
ナルクオランダは2016年９月の発足から２年目となり、ボランテイア活動をする方の数は増え
ています。さて今回のニューズレターでは、お寄せいただいたボランテイア経験談を二つを中心
にお届けします。また、最終ページには今後の予定がありますのでぜひ予定表に書き込んでくだ
さいね。
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　 市のボランティア団体を通して、「Maatjesproject」という組織と縁があり、
昨年の秋頃より、ボランティアをしています。Maatjesprojectとは、主に精神疾
患などの理由で家から出にくく社交の狭まりがちな人たちと、ボランティアをする
人がペアとなり、基本的には2週間に一度、個人的な繋がりを大事に何かしらのア
クティビティの機会を持つためのプロジェクトです。 
　 私がこのボランティアに興味を持った理由としては、もともと自分の専攻が心理
学だったことと、日本にいる実妹が精神的な病気を長く患っていることがありました。離れて暮ら
す妹に関わる時間が少ない分、何かしら間接的にでもオランダでその分野の人と関われないかと思っ
たのがきっかけでした。 
　 また、丁度ボランティア先を探している頃に、Nalcの活動システムを知り、ボランティアした時
間がポイントに換算されて、日本の家族のためにつかえたり、自分の将来のために貯めておけたり
する点に惹かれ、会員として入れてもらっています。 
　 まず、ボランティアを始めるにあたり、わたしとマッチするのはどんな人か探るため、興味のあ
ることはどんなことか、私のボランティアへの動機やバックグラウンドなどについて、
Maatjesprojectのコーディネーターとの詳しい面談がありました。私からはオランダ語だけでは
自信がないので、できれば英語も話せる人が有難いという旨を伝え、後日マッチングの相手とコー
ディネーターと私の三人での顔合わせを経て、はじまりました。 
　 アクティビティの内容は、完全にそれぞれのペアに委ねられていて、お互いの興味によって十人
十色。ペアによっては、一緒においしいレストランを探すペア、サイクリングに出かけるペア、チェ
スをするペアなど色々だそうです。ペアの人と何かしら問題があれば、その分野に詳しいコーディ
ネーターに、その都度相談することができます。私は近所でのボランティアのため交通費はでませ
んが、ボランティアした一時間につき1ユーロが、maatjesprojectより支給されるので、そのお金
を貯めておいて、映画に行ったり一緒に飲むコーヒー代に充てたりしています。 
　 私のMaatje はサッカーと動物が好きな、ショートヘアの同年代のオランダ人女性。隔週もしく
は週に一度、彼女のお宅を訪ね、世間話やお互いの近況について話をして、その日の天候や彼女の
調子で、近所に散歩に出たり、買い物にいったり、ボードゲームを一緒にしたりします。時には少
し足をのばして、ミニゴルフや映画に行ったりすることもあります。また、必要な時はドクター等
への送迎をしたりすることもあります。 
　一人での外出に恐怖感やがあったり、突然極度の疲労感に苛まれたりする彼女ですが、実際には
明るくとても誠実な性格で、毎回私の訪問を楽しみにしてくれています。彼女自身が、できるだけ
人と関わったり外出する機会を持つことを大切に考えていることが感じられ、私も彼女の毎日に何
かしら風を通したりするくらいのお役にはたたているかもと思うと、嬉しい気持ちになります。 
　 彼女の話に耳を傾けたり、そして、ときには私の話を聴いてもらったり、何か実用的なお手伝い
をしたりと、ただ一緒に週に一度の時間を過ごすだけですが、億劫に思うこともなく楽しみに続け
られているのは、お互いに率直に話しをする関係が持てているからだと思います。また、こちらか
らの一方通行の善意ではなく、私も彼女から善意を受け取っていると感じられること、そして私に
も何かしらさせてもらえることがあるという充足感だとおもいます。これからも地道に足を運ばせ
てもらえたら、何より有難いと思っています。（K） 

ボランティア体験談　～～Maatjesproject～～
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「ボランテイア体験。　あんなこと、こんなこと。」 
!
福祉施設などでボランテイアをしてみると、いろいろな体験をされると思います。　 
目に、心に残っているお話、様々なお話を集めてみました。 
!
⭐ ️⭐ ️アルツハイマーのある高齢者用施設にて⭐ ️⭐ ️ 
!
⭐ ️　 眉間にしわを寄せたおじいさんの施設内でのお散歩に同行。途中のソファに座り込　
んでしまったので理由を尋ねると、「このバス停に妻が迎えに来るから。」　 施設の人
によれば彼の奥様はすでに他界、彼は毎日この行動の繰り返しなのだそうです。険しい
表情で奥様を必死に追い求めているおじいさんの姿に胸を打たれました。ところが、こ
のおじいさんが体操の時間になると、なんとも嬉しそうな表情をしてハツラツと体を動
かしているではありませんか！　 20分ほど、無我夢中で踊り狂っていた彼は、そして、
体操の時間が終わってしまうと、再び眉間にしわを寄せて、歩行器にすがり、自分の部
屋に向かいながら、奥様の姿を探しているのでした。 
!
⭐ ️　 綺麗な白髪のおばあちゃまが、「外のスーパーで買い物したいから、あなた　 付い
てきてくれる？」というので一緒に行くことに。　 オーバーコートは？　 お財布はもっ
た？　 あらあら室内靴のままよ、と大騒ぎして外へ。　 お買い物のお目当てはお気に入
りのワイン。「施設でも買えるけど、美味しくないのよ～」とウインク。　 チャーミン
グなおばあちゃまとの楽しいデートでした。 
!
⭐ ️　週に一回、”koffievrouw”として通っています。朝、着いた時に、おじいさんやおば
あさんのお部屋に入るたびに、名乗るベきなのか、もう顔を覚えられているのか、よく
解らず、Goedemorgenだけで、後は、なんとな～く部屋に入いるようなことをしていま
した。ボランテイア会議でこのことを持ち出してみたところ、もう30年近くここでボラ
ンテイアしている、という方が、「私は長年通っていますが、来るたびに、毎回握手し
て名乗っています。顔と名前を覚えてくれている人も、そうでない人もいらっしゃいます
が、とにかく全員と握手し、名乗り、お元気でしたか、と声をかけてあげれば良いので
す。あなたもそうしたらいいでしょう」と言われ、それ以来、毎回そうしています。些細
なことですが、行く時のモヤモヤが無くなり、気が楽になりました。 
!
　 ボランテイア先で目に焼き付いているシーン、いい思い出。または、悲しい思い出、
失敗談、感じたこと、考えさせられたこと。。。ちょっとした事で結構ですからお聞か
せくださいませんか？　全て匿名で掲載します。 
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～～　傾聴ボランティア（Active listening）講習会を受講中　～～

　 傾聴とは、相手の話に耳と心を傾けて聴くことです。様々な現場で使われていま
すが、家族や友人との会話など日常の生活でも使うことができます。ボランティア
をされている方、これからボランティアを始めてみたいという方にとって、傾聴と
いう知識はとても役に立つ事だと思います。 
!
　講師は岩崎正子先生。日本とオランダを忙しく行き来されている中、貴重な時間
を取って下さいました。講習は全２4時間の講習を6回に分けて行われます。受講者
は６回全て受講する事が必須です。スケジュールが合わず参加できなかった会員の
皆様、ごめんなさい！ 
!
　これまで3回の講習で： 
　傾聴とは何か？傾聴の基本姿勢を学び、あとはたくさんの演習問題に取り組んで
います。演習に出てくる例は、会社関係、家族（親子、夫婦）関係、友人関係、自
分自身の問題（病気など）、学校関係など様々です。例を読んで、その人がある経
験を通してどう感じているのか（そしてその感情の強さ）何が問題なのかを理解し、
自分の理解と共感をどのように言葉で伝えるか、という練習です。 
!
　誰でも自分の話をするだけで気持ちが楽になったりすることはあると思います。
でも、聞いてくれる相手が、自分の苦しみや悩みを自分の立場に立ったように共感
してありのままを受け入れてくれたらもっと心を癒やしてくれる。もっと前向きにな
れる解決策を自分で見つけられるかもしれない。傾聴って、そういう手助けができ
る事と思っています。 
　 
　今回この講習会を受講しているのは私の他に3名、
色々な職場でご活躍された方々で、皆さんの考えを
聞く事も良い経験になっています。 
!
　来年２月から行われる後期3講義をとても楽しみ
にしています！ 
!
（記：松原佳代） 
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　 　ナルクオランダは設立から一年が経ち
ました。少しづつですがボランテイアをす
る人の数が増えています（昨年度の11名か
ら20名へ。）活動は順調に進んでいると言
えるでしょう。これを祝うパーテイーを、
普段のポットラックと少し趣向を変えて企
画してみました。Amstelveenの囲碁会館
で、平日の18時から。12名で乾杯、そして持ち寄りのお料理を楽しみました。
さすがに12名もいると賑やか。初参加の方もありましたので、自己紹介を兼ね
て、ボランテイア活動の経験談を聞いたり、今後やってみたい活動の話を聞い
たりしました。もちろん活動はいつでもハッピーに進むわけではありませんか
ら、その悩み事を語り合う良い機会でもありました。介護にまつわるあらゆる
情報を交換し、自らの老後の不安材料を愚痴ってみたり、ナルクの将来を語っ
たりと、活発でオープンな意見が、テーブル上を行き交いました。その間にも、
久しぶりに会ってきゃっきゃと喜ぶ人あり、お料理を勧めるのに忙しい人、お
買い物情報、レシピを聞くのに忙しい人あり、和やか、賑やか。楽しい時間は
あっという間に経ってしまいました。ナルクのボランテイア活動というご縁で
集まった顔ぶれ、とてもユニークです。 
!

!
今から２周年ポットラックが楽しみ！

ナルクオランダ設立1周年記念 
ポットラックパーティー 
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活動記録 (2017年) 
◎　2017 年　 １月 ７日　  ポットラック　(Amsterdam)　 
◎　2017 年　 １月29日     役員会　(Heemstede) 
◎　2017 年　 ２月22日     アドミニストレーションチーム会議　 (Almere)　　 
◎　2017 年　 ２月26日     役員会　(Amsterdam) 
◎　2017 年　  3月19日　  ポットラック　(Amsterdam) 
◎　2017 年　  4月22日　  ポットラック　(Amsterdam)　 
◎　2017 年　  5月20日　  ポットラック　(Amsterdam)　 
◎　2017 年　  6月11日     役員会　(Amsterdam) 
◎　2017 年　  6月17日     総会　 (Amstelveen)　　 
◎　2017 年　  7月12日     アドミニストレーションチーム会議　 (Almere) 
◎　2017 年　  7月29日　  ポットラック　(Amsterdam)　 
◎　2017 年　  8月  9日　  アドミニストレーションチーム会議　 (Almere) 
◎　2017 年　  8月20日　  ポットラック　(Amsterdam) 
◎　2017 年　  9月20日     設立1周年記念ポットラック　(囲碁会館) 
◎　2017 年　  9月23日     役員会　(Hillegom) 
◎　2017 年　10月 ４日     アドミニストレーションチーム会議　 (Almere)　　 
◎　2017 年　10月20日     ポットラック　(Amsterdam)　 
      
これからの活動予定 
◎　2017 年　11月 8日 　アドミニストレーションチーム会議　 (Almere) 
◎　2017 年　11月26日 　ポットラック（Amsterdam) 
◎　2017 年　12月のポットラックはありません。 
◎　2018 年　1月13日 　役員会  (Heemstede) 
◎　2018 年　1月のポットラックの日程はまたお知らせいらします。 

～～会計からのお願い～～ 
会運営のため、年参加費　€22を設定しています。 
まだ、お支払いをお済みでない方は、下記口座までお振込下さるようお願
い致します。 
口座名：Stichting WELnu 
口座番号　NL 13 INGB 0007 4290 16 !
皆様のご協力をお願い致します。 

Colofon 
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