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この機関紙は、三鷹市内の方々には 宛名シール貼りボ
ランティア、配達ボランティアさん（募集中！）のご協力によ
りお届けしています。いつもありがとうございます。 
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  平成２９年度小中学生ボランティア活動作品の最優秀賞（ポスター１名、標語４名）に輝いた作品をご紹介しま
す。 
 優秀賞は次のページでご紹介します。 

最優秀賞 

ボランティア 始めのバトンは 自分から 

手伝います その一言が すくいの手 

優しさで 繋がる広がる 笑顔の輪 

（南浦小学校6年 下村 虹心さん） 

ボランティア 心をつなぐ 絆の輪 
（第六中学校3年 兼平 健杜さん） 

最優秀賞 

（井口小学校6年 藤野 百花さん） 

（第五中学校1年 井上 侑空さん） 

  展示場所  （ ）内は休館日            日程 

三鷹市役所市庁舎1階ホール 1月4日（木）～1月10日（水） 

井の頭コミュニティセンター（月） 1月11日（木）～1月17日（水） 

牟礼コミュニティセンター（火） 1月18日（木）～1月24日（水） 

新川・中原コミュニティセンター
（月） 

1月25日（木）～1月31日（水） 

三鷹駅前コミュニティセンター（月） 2月1日（木）～2月7日（水） 

連雀コミュニティセンター（木） 2月9日（金）～2月19日（月） 

井口コミュニティセンター（木） 2月20日（火）～2月28日（水） 

大沢コミュニティセンター（火） 3月1日（木）～3月7日（水） 

平成29年度 小中学生ボランティア活動作品展示会 

みたか社協は６０周年 

高齢者電話訪問 勉強会 

～事例から考える、電話での受け答えのコツ～ 

  高齢者電話訪問事業では、電話訪問員（ボランティア）のスキルアップのために年２回勉強会を開いています。今年は一
般受講者を先着１０名でお受付けいたします。ご希望の方は下記申込までお申し込みください。 

日時：平成30年1月11日(木) 午前10時～11時 

講師：NPO法人キャリア・サポート・ネットワーク代表 

     新地 加奈枝氏 

費用：無料 

場所：みたかボランティアセンター ２階会議室 

   （上連雀８-３-１０） 

申込：0422-76-1271（担当：菊池） 

 

 ～高齢者 電話訪問事業～ 

 概ね65歳以上で昼間ひとりでお過ごしの方に電話
訪問員が週1回、電話で訪問します。「家から出ら
れないけど、誰かと話がしたい」「週に1回でも、
電話で安否確認をして欲しい」という方が利用され
ています。 

※利用希望の方は、左記申込までご連絡ください。 

（南浦小学校6年 井東 笑那さん） 

 
 
主催：社会福祉法人にじの会 
日時：平成30年1月27日（土）13:30～16:00（開場13:00） 
場所：社会福祉法人にじの会 大沢にじの里 
      2階ダイニングルーム 
内容：パネルディスカッション 
(コーディネーター)社会福祉法人にじの会理事 比企通男氏 
(参加法人)①社会福祉法人武蔵野 デイセンター山びこ 
     ②社会福祉法人万葉の里 国分寺障害者センター 
     ③社会福祉法人にじの会 大沢にじの里 
費用：無料 
定員：先着100名 
申し込み方法：直接会場へお越しください 
 
問い合わせ先：社会福祉法人 にじの会 
（☎）0422－39－2411（FAX）0422－39－2412 
担当：下山   ホームページ：http://nijinokai.org/ 
 

日時：２０１８年３月４日（日） ①午前10時30分～②午後2時～ 

会場：三鷹市公会堂光のホール 

タイトル：「みんなの学校」（日本語字幕付、手話通訳付） 

【鑑賞券】 
 ■大人1,000円 
 ■小人（高校生以下）500円 
 ■親子ペア1,300円 
 ■障がい手帳のある方800円（付添1名まで 同額） 
 
【チケット販売窓口】 
 ・みたかボランティアセンター 
 ・三鷹市社会福祉協議会事務局 
 ・各コミュニティセンター 
 ・食茶房むうぷ／工房時／星と風のカフェ  

1月20日（土） 
・世話人会：午後1時～2時 ボランティアセンター 

・全体会実行委員会：午後2時～4時 ボランティアセンター 
 

1月27日（土） 
・ふろしき市：午前10時～午後1時 三鷹市役所議場棟下 

 

※社協会員は
200円引きです 

 

本年も何卒宜しくお願い致します。 

ボランティア連絡協議会からのお知らせ 

問合せ：みたかボランティアセンター(☎)0422-76-1271 

≪第２８会  全体会のお知らせ≫ 
日時：1月27日（土）午後1時30分～4時40分 
場所：元気創造プラザ3階 
テーマ： 

 自分らしく生き生きと～住まいとライフスタイル～ 

 
          
         
          チケット代：１００円（お茶、資料代） 
                   ※チケットのお求めは, 
                       ・ボランティアセンター 
               ・各ボランティアグループまで 

昨年の全体会の 
↓ご様子↓ 

皆様のご参加お待ちしています 
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        ご寄贈、誠にありがとうございました 
        先月号で炊飯器と麻雀卓のご寄贈を お願いしたところ、２台の炊飯器をご寄 贈頂きました。地域の 
      サロンで大切に 使わせて頂きます。引き続き、炊飯器（５合～２升炊き）と麻雀卓（折りたたみ式）を 

      募集しております。お譲り頂ける方は、みたかボランティアセンターまでご連絡下さい。 

                                
                                                                                    
 
        地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 

     第16号は です!

 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

J募集に関する問合せ・申込は H 
 ボランティア・地域福祉推進係 

 (担当：堀江・杉山)まで 

地域レポート
NO.16 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

さわやか健康づくり体操 始めました！ 
 
さわやか健康づくり体操を開催しています。 
健康づくりに興味のある方、ぜひご参加ください。見学も可能です。 
  
日 時：月２回（第１・第３月曜日）午後１時30分～午後３時 
会 場： 中原地区公会堂 １階（中原四丁目） 
講 師： 田中ヨウ子さん（介護予防運動指導員） 
     ※保健センター等で介護予防体操を指導されています 
料 金： 月謝1,000円（毎月）・入会金1,000円（入会時のみ） 
持ち物： 服装（軽装）、上履き、タオル、飲み物 
定 員： 約20人 
連絡先： 中山 佐知子（携帯：090-9324-0771 ☎：03-3308-2991） 

Q.1 「レインボーハーモニー」ではどんな活動をしているんですか？ 
  現在まで189回、三鷹市内のデイサービス・グループホーム・老人ホーム・障がい者関連 
 施設・病院などを訪問し、ボランティアでハーモニカをグループで演奏しています。 
Q.２  「レインボーハーモニー」をはじめたきっかけはなんですか？ 
  三鷹市在住のハーモニカ愛好者が集まり、今と昔のハーモニカの思い出を語り合った中から 
 グループで演奏しようと結成したのがきっかけです。結成後ボランティアで施設訪問を始めました。 
Q.３ 活動していて嬉しかったこと・印象的なことはなんですか？ 
  演奏後に各施設の関係者の方から、お手紙や写真、お礼の電話を頂いたときは嬉しいです。 
 父母・兄弟を思い出す曲を演奏した時の、利用者さんの感動された表情が印象的です。 
Q.4 逆に、活動していて大変だったことはなんですか？ 
  大変だったことはありません。演奏の時に、歌詞を利用者さんへ配り、演奏と一緒に 
 口ずさんでいただいています。    

Ｑ.5 続けていく原動力のようなものがあったら教えてください。 
  各施設の会場で、ご観覧される利用者の表情からグループの演奏に集中力が増すのと、 
 利用者の方々に訪問介護は出来ませんが、訪問演奏は出来ることが原動力となっています。 
Ｑ.６ 最後に、「レインボーハーモニー」の魅力はなんですか？ 
  平成18年11月結成時から10年が経ちましたが、当初から「融和・ 
   調和・平和」をモットーに童謡・唱歌・歌謡曲・クラシックなど幅広い 
   演奏が出来ることが魅力です。                                                  

    

～ありがとうございました！～ 

新川・中原地区 
担当の竹川が 
ご案内します！                              

平成２９年度 行事保険（当日参加対応型）のお知らせ 
  

平成２９年１２月１日より、当日まで参加人数が確定しない場合の行事（子供 
食堂、サロン活動、お茶会、お菓子作り・・・など）でも入る事ができる行事保険が 
始まりました。活動予定がある方は、忘れずに加入手続きをお願いします。 

【申込み・問合せ】みたかボランティアセンター  (☎)0422-76-1271 

★食DE絆-学生と一緒にランチタイム 
内容：学生さん、地域の皆さんと一緒に、食事をしながらの交流   
 ボランティア（参加者とのお話相手や、受付のお手伝い） 
日時：毎月第3水曜日 午前11時30分～午後1時 
場所：ルーテル学院大学の学生食堂(大沢3-10-20) 
対象：どなたでも 

レッスンのご案内 

日時：毎月第2、第4金曜日 午後2～4時 

連絡先：みたかボランティアセンター 

★Mマルシェ 
内容：イベントの運営のお手伝い 
日時：12月23日（土）正午～午後６時 
場所：三鷹駅南口 三鷹中央通り商店街 
対象：どなたでも 
 

★おむすびハウス 
内容：おむすびハウスでのイベント（歌声カフェ、手作りサロン、 
 ゆめ体操＆カフェ等）でのお手伝い（お茶出し、お話相手） 
日時：主に火・金・土曜日の午後 
場所：おむすびハウス（下連雀1-10-20） 
対象：どなたでも 
 

★井の頭病院への付き添い 
内容：自宅から井之頭病院への行き、帰りの付添い 
日時：月・木曜①午前9時～10時 ②午後2時30分～4時 
   ※①②両方、またはどちらかでも可 
場所：自宅（井之頭5丁目）から井之頭病院（上連雀4丁目） 
備考：交通費支給。ご家族の方と面談をして頂きます 
 

★プールサイド出入りのお手伝い 
内容：車いすの方が泳ぐ時のプールサイドでの、プール 
 出入りのお手伝い 
日時：1～2週間に１回程度（ご都合に合わせます） 
場所：スバルスポーツセンター（元気創造プラザ内） 
備考：交通費支給。泳げる方、男性希望。事前にご本人と 
 面談をして頂きます ★みたかボランティアセンター 

内容：機関紙「ミニミニ広場」配達 
日時：毎月20日頃～月末の都合のよい時間 
場所：①中原２～4丁目（約50部）  
       ②下連雀1～4丁目（約100部） 
    ※①、または②どちらかで可 
対象：どなたでも 
 

優 秀 賞 

ボランティア みんなの心 つなぐ橋（南浦小学校６年 中川紗恵さん） 

あなたの手 だれかを救える 魔法の手（南浦小学校６年 井東笑那さ

ん） 

私の手 未来のとびらを ノックする（南浦小学校６年 渡辺杏子さん） 

君の手は 希望を与える 光の手（南浦小学校６年 髙橋玲樹さん） 

さし出した その優しさに 笑顔咲く（南浦小学校６年 梅地葵さん） 

勇気だし かける一声 役に立つ（井口小学校６年 東昇太朗さん） 

僕たちが 地域社会の 結び目だ（第一中学校３年 原田真吾さん） 

『自分から』進んで楽しく『ボランティア』（第五中学校１年 樋渡陸さん） 

何もしない そっちの方が 恥ずかしい（第五中学校１年 齋藤希羽さん） 

南浦小学校５年 城心晴さん 南浦小学校６年 窪田実愛さん 

髙山小学校６年 
  五十嵐花さん 
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