
      第22回 福祉映画「みんなの学校」 
 

日時：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 
鑑賞券：大人1,200円、小人(高校生以下)500円、 
親子ペア1,500円、障がい手帳のある方800円(付添1名まで 同額) 
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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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    みたかボランティアセンター 
〒181-0012 三鷹市上連雀8-3-10上連雀分庁舎内 
☎ (0422) 76-1271 FAX (0422) 76-1273 
URL: http://www.mitakashakyo.or.jp/vc 
e-mail: chiiki@mitakashakyo.or.jp 

みたか社協は６０周年 

日時：平成３０年３月２日～３月２３日（毎週金曜日） 
         午前１０時～正午 
会場：みたかボランティアセンター２階会議室 
定員：２０名（申込者多数の場合抽選） 
費用：無料 
対象：三鷹市在住、在勤、在活動者 
申込：２月２３日（金）までに電話またはＦＡＸ、 
   メールで下記内容をお伝え下さい。 
         ①氏名②年齢③住所④電話・ＦＡＸ番号 
   ⑤メールアドレス⑥受講動機 
   ⑦ボランティア経験の有無 
申込先：みたかボランティアセンター 担当：菊池 
電話：0422-76-1271 ＦＡＸ：0422-76-1273  
メールアドレス：chiiki@mitakashakyo.or.jp 

介護予防体操体験講座 

３月２日 
「健康でいつづけるために」 
（講義・ミニ体操） 

３月９日 
「介護予防体操体験①、②」 
（①介護予防体操、②リトミック） 

３月１６日 
「介護予防体操体験③、④」 
（③④ともに介護予防体操） 

３月２３日 
「介護予防体操体験⑤」（脳トレ） 
「自主グループを支える取り組みについて」 

内容はこちら 

開催 
予告 

 三鷹市及びその近隣の福祉施設で作っている 
お菓子やパン、手作り雑貨品などの販売を致します。 
 その他、様々なイベントも開催予定！！ 
皆さまのお越しをお待ちしております♪ 

プラス 

人生９０年時代！高齢期を自分らしく生きるために 

市民後見人のおはなし 
３月７日（水）：１．マイノートはなぜ大切なの？ ２．“終活”７２歳Mr．K エンジョイライフを目指して！ 
３月１４日（水）： ３．マイノートを書いてみよう！ ４．任意後見のススメ 

主催：ＮＰＯ法人多摩東成年後見の会 共催：生きがいクラブむさしの 
講師：健康生きがいづくりアドバイザー 佐藤 勝昭 増田 勝彦 
   ＮＰＯ法人多摩東成年後見の会所属 木部 茂徳（親族後見人） 
定員：２０名（先着順） 
参加費：２００円（「マイノート」を差し上げます） 
問合せ・申込先：ますだ ０４２２-４９-２４４９ または ０９０-４０７２-４６８８ 

～マイノート（エンディングノートではありません！）の 
                 書き方と任意後見制度の利用法２日コース～  

時間：両日共 午後１時３０分～４時 
   （受付1時より） 
場所：おむすびハウス（下連雀１-１０-２０） 

おむすびハウス 
三鷹駅より久我山駅行きバス、  
井の頭キャンパス行きバス  
「下連雀」下車徒歩3分  

講座 

講座 

 障がい者水泳クラブ「アクアマルシェ」の酒井代表が、障がいがある人にも水泳を楽しんでもらいたいと、
ハンドブック「ハッピースイミング」を作製しました。 
 主に脳性まひのある子供が、背浮きをしたり水中で歩いたりするための方法を紹介。呼吸法や水のさわ
り方、車いすからプールへの入り方なども具体的に説明。写真を多用し、障がい者や支援者がどんな点に
注意すれば良いかをわかりやすく掲載しています。 
 

この本（A５版カラー、61ページ）を市内の障害のある方（ご家庭）、特別支援学級・学校、福祉事
業所へプレゼントします。（１名（団体・校・支店）につき３冊まで。『ミニミニ広場を見ました』と添えてください。） 
  問い合わせ：アクアマルシェ 酒井 
          （メール） info@aqua-marche.com  （サイト） http://aqua-marche.com/  

障がいがある人に水泳指南～ハンドブック「ハッピースイミング」をプレゼント 

イベント 

日時：３月２９日（木）午後１時～３時 
場所：牟礼コミュニティ・センター（牟礼７-６-２５） 
対象：子供３０名（小学１～３年生・未就学児（未就学児は保護者同伴）） 
申込先：ハッピーグランパ倶楽部 石井（電話：090-3437-0420） 

費用は無料！ 
手作り紙飛行機を
思いっ切り飛ばし
て遊んじゃおう♪ 

映画     親子で参加！防 災 講 座 
 

日時：３月４日（日） 午前１０時～正午 
会場：新川中原コミュニティセンター 
定員：２０組（先着順） 
対象：新川中原地区在住の小学１～３年生とその親 

講座 

締切間近！お問い合わせは みたかボランティアセンター（電話：０４２２-７６-１２７１）まで 

 平成３０年度ボランティア保険、行事保険の申込みを３月１２（月）
より受け付けます。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 
  ＴＥＬ：０４２２-７６-１２７１ 

http://aqua-marche.com/
http://aqua-marche.com/
http://aqua-marche.com/
http://aqua-marche.com/


 今回は大沢6丁目にある「のがわの家」を紹介します。野川公園入口から3分ほど歩いたところにある一軒家。

「空き家を地域の人のために使いませんか」と地域包括支援センターに大家さんからお話があり、地域の皆さ
んで話合いを重ね、平成29年9月にオープンしました。 
 

 毎週火曜日には地域の方が集まってお喋りしたり、お茶を飲んだり、賑やかな声が響いています。また毎月
第3火曜日にはランチ会を開催しており、はじめましての方もたくさん集まっているようです。 
 まだ行ったことがない方は第3火曜日にいかがですか？ 
 「のがわの家」の利用は個人・団体問いません。ぜひご相談ください。 

募集に関する問合せは H 
ボランティア・地域福祉推進係 

(担当：杉山・堀江)まで 

地域レポート
NO.18 

  

大沢地区 
担当の高橋が 
ご案内します！                              

※活動の際にはボランティア保険の加入をおすすめします。 ボランティアセンターにてお手続きを！(年額300円～） 

開放日 

毎週火曜日 
午前１０時～午後１４時 
（第３火曜日はランチ会を開催） 
 

※団体利用の場合は他の曜日につ
いてもご相談いただけます。 

住所 三鷹市大沢６－３－３５ 

参加費 １００円（中学生以上） 

問い合わせ先 みたかボランティアセンター 入口の看板の様子 

ランチ会の様子 

Q.1 「さわやか・ゆめ体操元気会」ではどんな活動をしているんですか？ 
  主に市内の高齢者福祉施設・ほのぼのネット等で、懐メロ・唱歌・民謡等を歌いながら体を動かし、転倒防 
 止・脳の活性化・嚥下障害防止などに役立つ体操を紹介しています。 

Q.２  「さわやか・ゆめ体操元気会」をはじめたきっかけはなんですか？ 
  地域でのボランティア活動を通して「元気な高齢者づくり」「地域づくり」に貢献したいとの思いで平成１７  
 年から普及活動をスタートしました。 

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？ 
  毎年、延べ７千人程の参加があり「楽しい」「有難う」と喜ばれ、感謝された時です。活動中に東日本大震災 
 にも遭遇しましたが、参加者より「皆で体操をしていたので怖くなかった」と言われた事です。 

Q.4 逆に、活動していて大変だったことはなんですか？ 
  ①悪天候の日に活動場所へ行くこと。（ママチャリを利用し東奔西走） 
    ②体操の動きを覚えること。（参加者の皆様は間違っても笑ってスルーで良いのですが・・笑） 

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。 
  ①ボランティア仲間のチームワーク（阿吽の呼吸）・寛容な心・ 
  自ら活動を楽しむこと。 
  ②参加者の笑顔・感謝の言葉に勇気づけられています。 

Ｑ.６ 最後に「さわやか・ゆめ体操元気会」の魅力はなんですか？ 
  歌に合わせ体を動かすことで心身への刺激となり、当時の記憶や 
 感情が蘇り、会話も弾み健康作りの他に仲間作りも築け、いつま 
 でも元気に自立した生活を営むことが出来ることです。 
        ありがとうございました！～ 

 
 
  

       先月号で炊飯器と麻雀卓・麻雀牌のご寄贈をお願いし 
     たところ、炊飯器1台と４セットの麻雀牌をご寄贈頂きました。 
    誠にありがとうございました。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）、麻雀卓（折りたたみ式）、麻雀牌
と、また新たにオセロ、毛糸（中細～並太で小作品が作れる程度の糸。
特殊な糸はご遠慮下さい。）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（電話0422-76-1271）までご連絡下さい。 

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：下連雀1丁目（約40部）、下連雀2丁目 
       （約45部）、井の頭1・2丁目（約30部） 
対象：どなたでも。自分のペースで 
   配達してくださればＯＫです♪ 

Mマルシェ 
内容：イベントの運営のお手伝い 
    （設営や誘導等） 
日時：３月２５日（日）午前１１時～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。一緒に楽しみながらイベントを盛り上げ 
    ましょう♪ 

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。 

お散歩付き添い 
内容：有料老人ホームに入所中の男性の 
    お散歩の付き添い 
日時：平日（月～金）の週１～２回で応相談。 
    午後１時～３時の間で３０分程度。 
場所：中原３丁目 
備考：交通費支給。ご本人と面談後、最初の２～３回は、 
    ご家族も散歩に同行します。 

六小ふじみ学級（遊び相手） 
内容：障害のある子ども達の遊び相手 
日時：３月５日（月）午後２時３５分～４時３０分 
場所：三鷹市立第六小学校ふじみ学級（下連雀６-１３-１） 

 今回は さわやか・ゆめ体操元気会 さん  

有料老人ホームでの俳句教室の先生 
内容：有料老人ホームで初心者向けに俳句を 
    教えて頂ける方 
日時：月１回程度。日時要相談。 
場所：野崎３丁目 
備考：交通費支給。俳句教室で先生をされていた方、 
   一緒に俳句を楽しみたい方、お待ちしております♪ 

                           使用済み切手・ベルマーク・書き損じはがき・物品寄付（平成29年1月～12月） 
                             ～みなさまからご寄付いただいた切手は換金してボランティア基金に積み立てました～ 

                                                  （寄付者名簿（敬称略・順不同）） 
➢使用済み切手（31㎏） 
（事業所・団体・企業）：三鷹駅前市政窓口 西部市政窓口 東部市政窓口 市職員労働組合 市保健課 市社会教育会館 高齢者支援課 健康福祉部障がい者支援課  

権利擁護センター 市民協働センター 教育委員会 あきる野市役所課税課 小鳥の森保育園 セコム㈱ＴＥセンター 大国自動車 山下産業 ケアプランなのはな ヒューマ
ンループ 上連雀郵便局 日本ＫＦＣホールディングス企画広報部 三協シール印刷㈱ 住友生命保険相互会社武蔵野支社 ういろうの会 白百合会 自治労東京都本部  

いきいきコーラス ルーテル学院大学 赤十字奉仕団 ㈱まちづくり三鷹 紫水園 高山小学校学童Ａ 三鷹市立井口小学校 井口立寄りコーナー 大沢ＣＣ 第一小学校学
童Ａ 新川中原東京三鷹ライオンズクラブ 中央リハケアセンター 三鷹市立第一小学童保育所Ａ 新川中原コミュミティ・センター 第二中学校 中山保育園 商工会 第７小
学区中央学園林恵子 レインボーハーモニー 大沢台小学校学童 シルバー人材センター 戦争をさせない１０００人委員会 マンダリン南荻窪 平和フォーラム 連雀地域包
括支援センター 東台小学校学童Ａ 第二小学校学童Ａ 上二親交クラブ 牟礼笑楽会 四ツ葉ときわクラブ 堀合友の会 下連雀寿会 大沢松寿会 大沢福寿会 市老連 
 

（個人）：浅見和子 小川貴美 阿部功 荒木照子 江澤圭子 網谷美津子 石川うめ子 日下明男 金子恵美子 倉橋澄江 近郷直 菊池百合子 黒田晶子 桜井陽子  
宍戸喜代子 嶋﨑英治 佐伯友 富永誠治 田中江里奈 田中一枝 野中進 野中かずえ 新美賢治 野村文和 中村久子 西尾富夫 古谷まゆみ 星野 峯嶋よし子  
宮本るみ子 水谷ヤエ子 宿輪てつ子 米田登美子 匿名４２件 
 

➢書き損じはがき：東京三鷹ライオンズクラブ 田中江里奈 宿輪てつ子 ルーテル学院大学 大沢台小学校学童 塩川光子 
  

➢ベルマーク：セコム㈱ＴＥセンター 三鷹市の福祉をすすめる女性の会 新川中原コミュミテイ・センター 酒井千弥子 匿名２件 
  

➢物品寄付：セコム㈱ＴＥセンター 森永初子 倉橋澄江 上野千代子 小林トシ 島井一篤 高橋てる子 酒井千弥子 桜井宇多子 大橋和子 藤生百合 
         杉田 みたか紫水園デイサービスセンター利用者 匿名２件                                                   

御礼申し上げます 

ご寄贈ありがとうございます 

活動日時 定例会：第４木曜日 
     午前10時30分～正午 
高齢者福祉センター：第1～4水曜日 
     午前10時30分～11時40分 
     午後1時30分～2時 
※その他あり 

問合せ みたかボランティアセンター 
電話：0422-76-1271 ・  ３月２４日（土）  

  ・ふろしき市 午前１０時～午後１時(三鷹市役所 議場棟下) 
  ・世話人会 午後１時～(ボランティアセンター２階) 
  ・代表者会議 午後２時～午後４時(ボランティアセンター２階) 
 

花岡児童総合研究所～春合宿「サバイバル入門キャンプ～生きる力を育てる２日間～」でのお手伝い 
内容：子供達と一緒に春合宿に参加し、安全を見守りながら一緒に活動するお手伝い 
日時：３月２８日（水）、２９日（木） ※１泊２日です 
備考：交通費、宿泊費、食費支給。事前打ち合わせあり。幼児・小学生の野外活動に関心のある学生など子供の職業を 
    目指している方、募集します♪ 

ただいま会員募集中。ご応募お待ちしております♪（申込締切：4月16日 みたかボランティアセンターまで）  
※5月17日、24日、6月21日、28日、7月19日、26日、9月20日、27日の午前10時半～正午に、原則全会参加できる方 
（場所：元気創造プラザ3階会議室）（年会費、資料代他として1,500円/年 頂戴致します） 

ボランティア連絡協議会からのお知らせ 


