﹁ お互 い様 ﹂の 気持 ちが 育む ︑
よ り良 い 地域 づく り
大阪市ボランティア 情報センター
﹁ボランティア﹂を広辞苑で引くと︑︱︵義勇兵の意︶志願者︒
奉仕 者︒自 ら進んで 社会事 業など に無償で 参加す る人︒︱ とあ
り ます︒最 近では ︑社会福 祉や災 害の時だ けでな く︑日 常の様
々 な場面で ボラン ティア 活動に参 加する 個人や団 体が増 えてき
て います ︒

大阪の ボランテ ィア活 動の歴史
年︵ １９４８ ︶に大 阪市市民 援護会 ︑朝日新 聞厚生 文化事

ボラン ティア という言 葉が使 われるよ うにな ったのは ︑第二 次世界 大戦が終 わって から
のこと です︒ 大阪では ︑昭和

業団 ︑大阪中 央放送 局︵ＮＨ Ｋ大阪 放送局︶ の三者 が設立 した大阪 社会事 業ボラン ティア
協会 が“ボラ ンティ ア”と いう言葉 を用い て︑その 活動を 推進する 組織の 第一号 でした︒
戦災 により 損壊した 福祉施 設の再建 を手伝 ってく れる人や ︑遊び 場を失っ た子ど も達の遊
び相 手など を市民 にむけて 募りま した︒
経 済成長期 には ︑
海 外渡航が 自由化 され住民 レベル での海 外交流が 盛んに なったこ とと ︑

年 ︵１９ ７

公 害など の社会問 題に対 する住民 運動な どを通じ ︑ボラ ンティア という 考え方 が日本社 会
に 浸透し てゆきま した︒
社 会事業 ボラン ティア協 会の流 れをくん で大阪 市社会福 祉協議 会は︑ 昭和

年︵１ ９８７ ︶には

動 に参加 ・参画し やすい 環境が整 いまし た︒同年 ︑大阪 市ボラ ンティア センタ ーは︑大 阪

年 ︵１９９ ８︶に は︑特定 非営利 活動促 進法︵Ｎ ＰＯ法 ︶が制定 され︑ 市民が社 会貢献 活

た︒ 平成７ 年は防 災元年で あると ともに︑ ボラン ティア元 年とも 呼ばれ ています ︒平成

阪神 ・淡路 大震災だ と言わ れていま す︒全 国各地 から被災 地に︑ 多くの人 々が集 まりまし

ボラ ンティ ア意識が 一気に 高まった きっか けは︑平 成７年 ︵１９９ ５︶１ 月に発 生した

動を したい人 とを個 々に結ぶ 役割を 担って います︒

大阪市 ボラン ティア センター を設立 しました ︒主に 支援を必 要とす る人と ボランテ ィア活

う意識 を払拭 し︑地域 福祉の ﹁集いの 場﹂が 広がっ ています ︒昭和

組みは︑多くのボランティアによって運営され ︑﹁ボランティア活動は敷居が高い﹂とい

は数多 くの地域 の福祉 会館など で開催 される﹁ ふれあ い喫茶 ﹂や﹁食 事サー ビス﹂の 取り

１︶以降 ︑市内 各地でボ ランテ ィアス クールな どの開 催を支え ました ︒その結 果︑現 在で

46

市 ボラン ティア情 報セン ター︵ ＯＣＶＩ Ｃ︶に 改称して ︑様々 な分野の 総合的 な情報 提供
などを行 うよう になり︑ 活動範 囲を広げ ました ︒
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大阪 市ボラ ンティア 情報セ ンター
Ｏ ＣＶＩＣ では次 のような 取り組 みを行っ ていま す︒手 軽なフリ ーペー パー︵ボ ランテ
ィア活動情報誌﹁ＣＯＭＶＯ ﹂︶の発行やインターネット上での情報発信︑フォーラムの
開 催など を通じた ︑ボラ ンティア ・市民 活動に 関する市 民の理 解を求め る取り 組み︒様 々
な 活動相 談︑基 金の運営 による 活動資金 の助成 ︑ボラン ティア 保険の 加入受付 などを 通じ
た市民活 動の裾 野を広げ る取り 組み︒ 各区ボラ ンティ アビュー ローの 支援・連 携や企 業・
ＮＰＯ 等による 地域貢 献活動の 推進支 援︑福祉 教育・ ボランテ ィア体 験学習 の推進︑ 災害

〜
年度 には ︑
﹁我

人 ほどの 井戸端会 議的な ミニフォ ーラム を通じ︑

時にお けるボラ ンティ ア活動の 支援と いった 地域福祉 を進め る取り組 みなど が主な事 業で
す︒

市民 フォーラ ムおお さか
﹁市 民フォ ーラムお おさか ﹂は︑

平成

件を超え るフォ ーラムが 開催さ れました ︒情報 誌

こう き

年︵１９９９︶から ︑﹁中央区フィランソロピー懇談会﹂が活動しています︒中央

です ︒最近で は元マ イクロソ フト社 のビル ゲイツ氏 が設立 した基金 が有名 です︒大 阪では

動や奉 仕活動 と訳さ れるので すが︑ 企業によ る社会 貢献活動 として 使われ る事が多 いよう

１９９ ０年代 以降︑認 知され つつある 言葉に ﹁フィ ランソロ ピー﹂ がありま す︒慈 善活

企業の 社会貢 献活動

と︑松尾 さんは 語ります ︒

方 的な関 係ではな く︑共 に暮ら しやすい 社会を 育んでい く気持 ちで参加 しても らえた ら﹂

感覚があれば︑人間関係が上手くいかなかったりします︒﹃お互い様﹄の精神のもと︑一

す︒何よりも大切なことは︑人と人との関わりを大切にする事です︒
﹃やってあげている﹄

個々 のスキ ルを活 かしてボ ランテ ィア活動 に参加 してもら えるよ う︑情 報を発信 してい ま

一方で﹁資格の有無に関係なく︑誰にでもできる﹃何か ﹄があります ︒それぞれの方が︑

てき たとの こと︒

要性 も認知さ れるよ うになり ︑より 現場に 即したボ ランテ ィア活動 も行わ れるよう になっ

また︑ 災害の 被災地 域におけ る救援 活動では ︑専門 的なスキ ルを持 ったボ ランティ アの必

はスポーツ ︑文化活動︑経済活動︑消費者保護など︑様々な分野に広がっているそうです ︒

伺いま した︒松 尾さん による と︑ＮＰ Ｏ法の 制定で︑ ボラン ティアを 含む市 民活動 の領域

ボラン ティア活 動の現 状につい て︑大 阪市ボラ ンティ ア情報 センター の松尾 浩樹さん に

すること ができ ます︒

つ きっか けとな るような 記事を 掲載して います ︒大阪市 営地下 鉄の駅 や図書館 などで 入手

の 告知︑ 各区のボ ランテ ィアビュ ーロー の案内 など︑ボ ランテ ィアや市 民活動 に興味を 持

﹁ ＣＯＭ ＶＯ﹂は ︑ボラ ンティア やＮＰ Ｏの生の 活動の 紹介︑ボ ランテ ィア募 集や学習 会

ら がおおさ か︑え えとこ探 し﹂な ど︑

コミュニティのコミュニケーションを豊かにしてゆく取り組みです︒平成
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会 です︒大 阪市中 央区社会 福祉協 議会に事 務局を 置き︑ 定期的な 会合や ︑一般の 方を対 象
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区に 拠点を 持つ企業 が集ま り︑地 域社会に 根ざし た社会貢 献を考 え︑実行 するた めの懇 談

11

にし たセミ ナーや企 業見学 会など を開催し ていま す︒製薬 企業や 金融機関 など業 種の垣 根
を 越えて地 域貢献 を進めて おり︑ 最近では 地域に 出向く ﹁出前講 座﹂も 好評です ︒
大 阪市 ボ ラン ティ ア 情報 セン タ ーで は︑ 平 成 年︵ ２０ ０ ９︶ ２月 よ り ︑﹁ Com link
こ むりん く﹂をス タート させまし た︒企 業やＮ ＰＯが持 つ人材 ︑物品︑ 場所な どの資源 情

掲 載 の 記事 ・ 写 真・ イ ラ スト 等 の 全て の コ ンテ ン ツ 無断 複 写 ︑転 載 を 禁じ ま す ︒

http://www.osakacity-vnet.or.jp

０６ ・６７ ６５・４ ０４１

大阪 市ボラン ティア 情報セン ター

大阪市 社会福 祉協議 会

動は ︑さりげない声かけから広がってゆきます︒

開 き ︑繋が りが 生まれ てゆ く︒ ボラン ティ ア活

し た︒ 何か を話 しかけ るこ とによ って 人の 心が

ニ ティ を再 構築し てゆ く事 の重要 さを 痛感 しま

い る仕 組み を活用 する と同 時に︑ 地域 のコミ ュ

取 材で ︑Ｏ ＣＶＩ Ｃの ような 機関 が取 り組ん で

れ る存 在とな るの は︑ やはり 隣人 です︒ 今回 の

事 も事 実です ︒何 か困っ たこ とが 起った 時に 頼

う現 状︑ 近所 での 交流が 希薄 になっ てき てい る

す︒ 一方 で︑ 隣家に 住む 人の 顔も知 らな いとい

社会 が豊 かに なった 事︑ 成熟し てき た事 の証で

ボラ ンティ ア活動が 盛んに なった のは︑日 本

援する システム として 注目され ていま す︒

り組 みです ︒企 業の フィラ ンソ ロピー 活動 を支

報 をＷＥ Ｂサイ ト上で公 開し︑ そのマッ チング を通じて 地域貢 献活動 を進めよ うとい う取

.

︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞
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