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わあくすの紹介 

介護家族を地域で支える会  

わあくす 
わあわあ クスクス 泣いたり 笑ったり 

結 成 家族介護の経験者たちがご近所の介護真っ最中の方を支援し
ようと、2007年4月に結成  

活動範囲 町田市玉川学園地区（含む東玉川学園） 

住民数 約2万人  世帯数 約9,500   高齢者率 約30％ 

会 員 サポーター会員 63名  （60代～80代） 

活動資金 会費（年間2,400円）、 バザー収益、 寄付 

主な活動メンバー 70代の女性 



わあくす 
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文殊の日  
暮らしに役立つ講座 

早朝散歩 
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地域の交流 
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男性介護者のつどい 

医療・介護の地域講座 

介護施設の見学 
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を作る機会を提供 
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ボランティア スマホ講師養成講座計画 

ｚ 

事業名 

困りごと 

解決策（事業目的） 

基本を学んで シニアに教える 
ボランティア スマホ講師養成講座 

高齢者はスマホがうまく使えない 

デジタル化社会に参加できない 

高齢者が身近な場所で、スマホ操作について  

気軽に何度でも教えてもらえる環境づくり  

   

地域住民による継続可能な 

「スマホ活用サポート体制」を作るための人材養成 

地域の 



年 2021年 2022年 

月 7・8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日   3 10 17 24 1 10   29 5 12 19 26   10 17   14 一時中止 11 18 25 31 

講 
座 

広報 
説明会 

Android機種 
養成講座 

 
本講座3h×5回 
補講 2h×2回 

  

ios機種 
養成講座 

 
本講座3h×5回 
事前講習2h×1回 

補
講 (

実
習
準
備)

 

  

実習講座 
（シニア向けスマホ活用講座） 

 
午前・午後クラス 各2h×5回 

 
1月中旬～3月中旬コロナで中止 

参
加
者 

25名  受講生6名   受講生9名 
15
名 

  受講生12名・実習生14名 

実施概要  2021.7～2022.3 

1．ボランティア スマホ講師養成講座 機種別2講座         計10回 30時間 

2．補講（継続学習会）、事前講習会                    計4回  8時間 

3．実習講座（シニア向けスマホ活用講座）午前・午後2講座   計8回 16時間 

4．さくら祭りスマホ相談  2022年3月26日（3名相談）       1回  3時間 



講習内容 



講師養成講座の実際 

会場：玉川学園コミュニティセンター2 

会場：玉川学園地区社協会議・交流室 
民家（空き家） 

会場：玉川学園コミュニティセンター4 

フリーWi-Fi 

メールの種類 

カメラのアプリ 



受講者の隣で実習生がサポート 

実習講座（シニア向けスマホ活用講座）の実際 



ボランティア スマホ講師養成講座 事業費 

             事業経費           （円）         収入       （円）  

  申請対象 申請対象外 合計 受講料 130,000 

人件費 176,000   176,000 テキスト販売 1,000 

交通費 21,240   21,240 学習会参加費 5,000 

備品購入費 123,270 10,304 133,574 寄付 18,000 

消耗品 12,740 5,466 18,206 合 計 154,000 

広告宣伝費 66,112   66,112 

印刷テキスト 85,723 8,740 94,463 草の根育成助成金 211,000 

会場費 17,790   17,790 

コピー代   2,655 2,655 わあくす自己資金 179,110 

郵便費   3,570 3,570 

その他   10,500 10,500 

合 計 502,875 41,235 544,110 



事業の評価・問題点 

評 価 1. 第1年目は地域の隠れたボランティア人材の発掘に重点を置いた。この点については、ほとんどの受

講生がボランティア活動とともに自身のスキルアップを目指す意欲を示しているので、成果があった

と思える。（玉川学園スマホ・パソコン倶楽部の結成） 

2. 養成講座と実習講座（サポーターで参加）の2回授業を受けられるので、スマホ操作の理解が深まっ

たとの声が出た（全員）。 

3. 受講者からパソコンに挑戦したいとの声が出たので、2022年5月から「シニア向けパソコン入門講

座を開講。 （受講者70代 5名） 

4. 連続講座なので、回を重ねるごとに受講者同士のつながりができた。 

問題点 
課 題 

1. 連続講座の会場確保の難しさ 

2. ボランティア講師とスマホがうまく使えない高齢者とのスマホ機種の非対応 

3. スマホがうまく使えない高齢者のニーズ把握の難しさ 

4. 何を目指すか、どこに重点を置くか・・・スマホ操作のノウハウなのか 地域住民の人と人のつながる

機会の提供か→地域ならではの「継続可能な高齢者向けスマホサポート」を目指したい 



今後の取り組み（2022年度事業） 

1．第1回養成講座受講者で、「玉川学園スマホ・パソコン倶楽部」設立  
2022.4.15結成 

 
  目的：①会員のスキルアップのために月1回の学習会を開催 
           ②スマホ相談室の開設 
 
 
2．パソコン相談（4月開始）、パソコン入門講座（5月開始） 
 
 

3．第2回ボランティア スマホ講師養成講座を開講 

  2022年9月開講予定で準備中 



ご清聴ありがとうございました 

わあくす 
町田市玉川学園７-７-5 
 代 表   井上宮子 
 報 告   持田ひろ子 
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