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介護支援ボランティア　インタビュー
脳の健康教室サポーター　村尾　美百合 さん

―――  今年度から脳の健康教室のサポーターとして活動を始めた村尾さんですが、活

動のきっかけはありましたか？

　以前、ボランティア団体に所属していました。高齢者の方に昼食を提供したり、ゲー

ムをしたり等の活動を 10年位していましたが、数年前に解散したんです。しばらく何

もしていなかったのですが、また何かできないかなって思っていて。そんな時に脳の

健康教室サポーター養成研修のチラシを見て参加したのがきっかけです。

―――  実際活動してみてどうでしたか？

　他のサポーターの皆さんはベテランばかりで、受講生の方もリピーターの方が多く、

足手まといにならないかな ?と感じていました。教室が行われた５ヶ月間のうち最初

の 1・2か月は緊張していましたね。他のサポーターの方には、「リラックスしてのん

びりやったらいいんだよ」とはげましてもらいました。回数を重ねていくと、やって

いる最中に声かけをできるような余裕が少しできました。

―――  大変だったことはありますか？

　受講生の方の半数以上は、名前も顔も知らない方だったので、初対面の方とどう接

していけばいいのかが一番難しかったですね。受講生の方もそれぞれ個性があるから、

話しの内容にも気を配りました。初対面の人には聞かれたくない事もあると思うので。

中には聞いて欲しい方もいらっしゃいますよ。でも、どこまで聞いていいのか、それ

に相槌をうっていいのか。　相手のいる事だから、その方が快適に過ごせて楽しかった、

来て良かったって接することができればいいなと思います。

　令和元年度に 10ポイント以上活動された方は、ボランティア手帳・通帳・申出書・
印鑑をご持参の上、社会福祉協議会にて手続きを行ってください。

　活動を通じて知り得た相手のプライバシー、施設の情報には全て守秘義
務が生じます。活動中はもちろんですが、活動を辞めた後も守りましょう。

　自分の思い込みで活動するのではなく、まず相手の立場に立って気持ち
を尊重し、相手が何を必要としているのかを考えましょう。また、活動の
ことで悩んだりわからないことがあった場合、担当職員に相談しましょう。

　活動を選ぶ時は、ご自身の健康を第一に考え、無理なく長くつづけてい
くことができるものを選びましょう。

この活動はお互いの信頼関係によって成り立っています。マナーや約束事はしっかり
守りましょう。予定の変更等があった時は、活動先に連絡を入れるようにしてください。

　活動を通して、政治活動や宗教活動、物品の斡旋・販売、金銭の賃借などの行為は
絶対に行ってはいけません。

　初めて村尾さんにお会いしたのが研修会。

　去年の 3月ですね。

　はい。脳の健康教室の研修会に来ていただいたんですけど、来ていただいた

きっかけはありますか。

　以前ボランティア団体に所属してたんですけれども、それが解散したんです

よね。

　足寄町でやっていたんですか？

足寄町で介護者の会っていうので活動してたんですけれども、解散したんです

よね。ボランティアの方も高齢になったり、色々な事情があって。

　解散したのは 5年位前。

　解散してからしばらく何もしていなっかったんですけど、やっぱり何かしよ

うかなってことで、チラシでボランティアの研修会のをみてどんな感じかと思っ

て参加したんです。

　介護者の会って憩いの家でやってたやつですかね？

　そうです。毎月第三日曜日だったかな？老人の方を集めて昼食提供したり、

ゲームをしたり。

　デイサービスみたいな。そうですね。送迎もあって。

ボランティアというよりは、働いているようなものですね。

　ボランティアというよりは、ボランティアの人も利用者の人も 500円づつ

払っていました。大きな介護者の会って所からもお金は出ていました。皆さん

持ち寄るお金の中から、食材を買ったり、おやつを買ったり、ゲームの道具も買っ

たりしていました。このボランティア活動はご近所の方から誘われて 10年位

やっていました。それで解散したので何もやらないでいたんですけど。

　長かったんですね。何かまたできないかな？という気持ちがあったんですか。

家にいてもあれだし、おかげさまで身体もまだ元気だし。何か出来ないかなてっ

ことで参加しました。

　実際やてみてどうでしたか？

　まったく予備知識もなくただ、齋藤さんからやりかたを教わったんですけど、

最初は行ったときにボランティアの皆さんはベテランの人がほとんどだったん

ですよ。スタートの時からやられている方が多くて。新しい方は私を含む２名

だったので、ボランティアさんもベテランばっかりですし、受講生の人もリピー

ターの人が多くて大丈夫かな？足手まといにならないかな？と感じました。最

初はやっぱり緊張しているのと、みなさんの採点するから間違わないようにっ

てあまり余裕もなくやっていました。段々回数を重ねていって少しずつ余裕が

でてきて、受講生の方とやっている最中に声かけをできるような余裕が少しで

てきました。

　5か月間の最初の 1,2 か月は緊張していましたね。で、最初のほうはベテラ

ンのサポーターさんについて回ってアシスタントみたいな感じでやっていまし

た。2ヶ月までいかない位で一人でやるようになって、おっかなびっくりやっ

てみました。やっぱり回数を重ねなきゃだめですね。

　以前やってたボランティアの経験はいきましたか？

はじめて会う方もいらっしゃったので、情報はないですよね。齋藤さんにきき

ましたら、年齢や家族がいるとかいないとかは聞いてないといっていたので、

前知識がないので家族の話していいのかなとかとか思ったりはしましたね、だ

からちょっと会話してこの方は一人暮らしなんだなとか、なんとなくわかるよ

うにはなってきました。だから、ストレートに何でもご家族の方は元気ですか

とか、そうゆう話題はすぐにでもできなかったですね。

　受講生の方と接する中で気を付けましたね。こうゆう事聞いたらまずいのか

なとか。知っている方もいらっしゃったけど、半分以上の方が名前も顔も見た

ことのない方だったので、順番に受講生の方と接していくんですよね。毎回き

まっているわけではなくて、固定しないで毎回まわっていったほうがいいじゃ

ないかってことで。

　回を重ねるごとにその人の事を知っていって。

　やっていて楽しかったことは

　最初は緊張していたけど、なれていくと深い話をしていってお孫さんのこと

を知っていたり、私も足寄出身じゃないので分からない部分もあったんですけ

れども、勉強が終わった後に受講生とサポーターの方とで集まってお茶を飲ん

で帰るんですけれど、そこでサポーターの方と情報交換したりしてました。

　来年はどうですか？

次回あればやろうと思うんですけどね。

サポーターさんとも交流はありました？

サポーターさんは知っている人が多かったので 60代 70代の方が多かったで、

話題はお孫さんの話とか話しやすかったです。離れての付き合いはないが、受

講生が帰ったあとにこうゆうふうにした方がいいとか話し合ったりもありまし

た。

　知らない場所に 1人で一歩踏み出せたのはなにがきっかけだったんですか？

まず研修会にいったっていうきっかけがありました。サポーターの方もベテラ

ンさんの中に入っていったので、緊張しました。じゃまにならない程度に出しゃ

ばらない程度になんとなくじわじわと加わっていきました。

最初のころは慣れるってことが大変でした。サポーターにも受講生のかたにも。

活動自体は難しいていうわけではなかったんですけども、人になれるのが。グ

ループに入って行くことと、初対面の方とどう接しっていけばいいのかなって

ところが一番むずかしいかったところですね。

　最後の方にやっとほっとしました。間違って〇をつけてはいけないとか、受

講生のかたもそれぞれ個性があるから、話しの内容にも気をくばりました。ボ

ランティアのみならず、初対面の方には深く聞くような事はしない。天気の話

をしたりそんなかんじですね。聞かれたくないてっこともあると思うので、聞

いて欲しい方もいらっしゃいますよ。一人暮らしだったりする方など中にはい

ますよ。でも、どこまで聞いていいのか、それに相槌をうっていいのかやっぱ

りどのボランティアも人との接し方が難しい。相手のいる事だから、その方が

一日快適に過ごせれば、楽しかった来てよかったって接することができればい

いなと思います。

サポーター内でのアドバイスはありましたか

最初はそんなに緊張しなくてもいいよってはげましてくれたり、リラックスし

てのんびりやったらいいよ等のアドバイスがあった。はげましてくれましたね。

改善できる点などサポーター内で自発的に決めるなどの動きもあった。知って

いるほうが接しやすいなどの情報の共有。　

　脳の健康教室自体が自分の脳にもいい。自分の脳の健康にもよかった。

受講生の方の最初と最後の違いを実感したりしましたか

　数字盤なんかは感じましたね。中には自分で購入したかたもいて。解き方に

も個性がありました。皆さん楽しみにきていました。受講生の中には間違えた

時の声掛けも指摘するんではなくてここちょっと点検してくださいって言って

みたり、しました。相手が不快に思わないように気を使って。人数を増やすの

が難しい。　行っている人がいいよって誘うのがいいんだよって誘うのが一番誰

がいるのか分からないのが不安。知っている人がいたらいこうかなって思う。

来ている人から。電話の一声がよかったかもしれない。様子が分からないから

知り合いの人に声をかけ。介護者の会も 10年続いたモチベーションは

時間的余裕がある人がやっていました。自分の生活が落ち着いたひとがやって

いましたが。心の余裕がなくちゃできない。

　お話しを伺った最後、「人の為というより自分の為ですね」とおっしゃっていました。
貴重なお話しを聞かせて頂きありがとうございました。

介護支援ボランティア　活動ポイントの活用手続き受付中 31日（火）まで

ボランティア活動をするうえで気をつけたいこと

プライバシーを守りましょう

相手の気持ちを大切にしましょう

無理のない活動をしていきましょう

　ボランティアは相手がある活動として責任がともないます。活動先での
約束やルールはしっかり守りましょう。予定の変更などがあった時は、活
動先に必ず連絡を入れるようにしてください。

約束を守りましょう

政治・宗教活動等の禁止

約束を守る
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まず研修会にいったっていうきっかけがありました。サポーターの方もベテラ

ンさんの中に入っていったので、緊張しました。じゃまにならない程度に出しゃ

ばらない程度になんとなくじわじわと加わっていきました。

最初のころは慣れるってことが大変でした。サポーターにも受講生のかたにも。

活動自体は難しいていうわけではなかったんですけども、人になれるのが。グ

ループに入って行くことと、初対面の方とどう接しっていけばいいのかなって

ところが一番むずかしいかったところですね。

　最後の方にやっとほっとしました。間違って〇をつけてはいけないとか、受

講生のかたもそれぞれ個性があるから、話しの内容にも気をくばりました。ボ

ランティアのみならず、初対面の方には深く聞くような事はしない。天気の話

をしたりそんなかんじですね。聞かれたくないてっこともあると思うので、聞

いて欲しい方もいらっしゃいますよ。一人暮らしだったりする方など中にはい

ますよ。でも、どこまで聞いていいのか、それに相槌をうっていいのかやっぱ

りどのボランティアも人との接し方が難しい。相手のいる事だから、その方が

一日快適に過ごせれば、楽しかった来てよかったって接することができればい

いなと思います。

サポーター内でのアドバイスはありましたか

最初はそんなに緊張しなくてもいいよってはげましてくれたり、リラックスし

てのんびりやったらいいよ等のアドバイスがあった。はげましてくれましたね。

改善できる点などサポーター内で自発的に決めるなどの動きもあった。知って

いるほうが接しやすいなどの情報の共有。　

　脳の健康教室自体が自分の脳にもいい。自分の脳の健康にもよかった。

受講生の方の最初と最後の違いを実感したりしましたか

　数字盤なんかは感じましたね。中には自分で購入したかたもいて。解き方に

も個性がありました。皆さん楽しみにきていました。受講生の中には間違えた

時の声掛けも指摘するんではなくてここちょっと点検してくださいって言って

みたり、しました。相手が不快に思わないように気を使って。人数を増やすの

が難しい。　行っている人がいいよって誘うのがいいんだよって誘うのが一番誰

がいるのか分からないのが不安。知っている人がいたらいこうかなって思う。

来ている人から。電話の一声がよかったかもしれない。様子が分からないから

知り合いの人に声をかけ。介護者の会も 10年続いたモチベーションは

時間的余裕がある人がやっていました。自分の生活が落ち着いたひとがやって

いましたが。心の余裕がなくちゃできない。

　お話しを伺った最後、「人の為というより自分の為ですね」とおっしゃっていました。
貴重なお話しを聞かせて頂きありがとうございました。

介護支援ボランティア　活動ポイントの活用手続き受付中 31日（火）まで

ボランティア活動をするうえで気をつけたいこと

プライバシーを守りましょう

相手の気持ちを大切にしましょう

無理のない活動をしていきましょう

　ボランティアは相手がある活動として責任がともないます。活動先での
約束やルールはしっかり守りましょう。予定の変更などがあった時は、活
動先に必ず連絡を入れるようにしてください。

約束を守りましょう

政治・宗教活動等の禁止

約束を守る


