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この機関紙は、三鷹市内の方々に 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！）としてご協力頂き
お届けしています。いつもありがとうございます。 

第2回みたかボランティアセンター 

ボ   ラ     ン     ティ    ア     養  成   講    座 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 まだ食べられる食品が様々な理由で処分されてしまう一方で、日々の食事が手に入らなくて困っ
ている人々がいます。食のセーフティーネットに取り組み助け合う気持ちや食品をわかちあう活動
を一緒にはじめませんか。 
  

開催日 ９月１８日、２５日、１０月２日、９日 【火曜日】 （全４回） 
時 間 午後１時３０分～午後３時３０分 
会 場 みたかボランティアセンター２階会議室 
受講料 無料 
対 象 フードバンク事業に関心があり、終了後ボランティアとしての活動を希望する方 
    （三鷹市在住、在勤、在学の方）【保育有】 
定 員 ２０名（申込多数の場合は抽選） 
内 容 ①三鷹の現状について ②グループワーク ③フードバンクの概要 
    ④活動団体との意見交換 
申 込 ８月６日（月）～８月３１日（金）までに、氏名、年齢、住所、電話番号、在勤の方は 
    勤務先、保育の有無（人数、年齢）、受講動機をみたかボランティアセンターへＦＡＸ、 
    またはＱＲコード問合せフォームにて必要事項をご記入の上お申し込みください。 
 
問合せ 社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会ボランティア・地域福祉推進係 
       みたかボランティアセンター 
       電話  ０４２２－７６－１２７１ FAX ０４２２－７６－１２７３ 
       メール chiiki@mitakashakyo.or.jp 

８月２５日（土） 午後４時～７時 
 

第２回みたかボランティアセンター～納涼まつり～  
（みたかボランティアセンター） 

８月１８日（土） 午後１時～２時 
 

世話人会 
（みたかボランティアセンター２階） 

ボランティア連絡協議会からのお知らせ ボランティア連絡協議会からのお知らせ 

①ボランティア活動紹介 
 

ボランティアグループの
活動パネル展、実演など 
 

～ボランティアさんの日頃の 
 活動をご紹介します～ 

 ②親子ひろば 
 

おもちゃ・布絵本の
部屋、子ども科学実
験、輪投げなど 

   ③模擬店・ 
    交流コーナー 
 

 フランクフルト、 
 パン、コーヒー、ジュースなど 
 

 ～ボランティアのことなど、気軽に 
   おしゃべりできるカフェ～ 

④ふろしき市 
（ミニバザー） 

詳しくは、７月下旬配布予定のチラシをご覧ください。 
皆さん、お気軽にお越しください。 

み た か 社 協 会 員 募 集 
 みたか社協では、ほのぼのネット員などの個人ボランティアのご協力を得て、会員の皆さまに会費納入のお願いをするとともに、新規会員
を募集しています。皆さまからお預かりした会費は、住みよいまちづくりのために下記のほかにも様々な事業に活用させていただきます。 

【ボランティアの支援】 
ボランティア体験や 
養成講座などを開催 

                                       ①みたか社協窓口 
             ②ほのぼのネット員等を 
                通じて 
               ③郵便振替（手数料無料） 
  郵便振替を希望する方は下記へ電話または   
  メールしてください。 
  問合せ：総務係 
               TEL ０４２２―４６―１１０８ 
               MAIL soumu@mitakashakyo.or.jp 

☆入会方法  
   
個   人  年間 一口     ５００円 
 
団   体  年間 一口   ３，０００円 
 
法   人  年間 一口   ５，０００円 
 
特別賛助  年間 一口  １０，０００円以上 

☆会員区分 

【子育て支援】 
子育てサロン等を年５８回 

開催 

【地域の見守り活動】 
地域でのサロンを年１７８回 

開催 

場所：みたかボランティアセンター 



募集に関する問合わせは H 
ボランティア・地域福祉推進係 

(担当：杉山・道三)まで 

  

  地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 
第２３号は脳トレ・介護予防運動の自主グループ「                     」です！ 

 都営三鷹新川１丁目アパート集会室で「ふまねっと」の自主グ

ループ「ふまねしんかわ」が活動をスタートしました。 
 「ふまねっと」とは、写真のように床に敷いた綱を踏まないよう
に・・「踏ま」「ねっと」。リズムに合わせてゆっくり歩きながら行う
脳トレ・介護予防の運動です。 
 同じテンポで歩いたり、手拍子したり、歌いながら歩いたり。
色々なステップも登場します。無事終わったら最後はハイタッ
チ！失敗しても「あははは。やだ～、間違えちゃった！」と明るい
笑い声が上がります。他の方がやっている間は、真剣に見つめ
て予習したり、お隣の方と対策を練ったり。毎回楽しく、笑いの絶
えない「ふまねしんかわ」。ぜひご一緒に脳トレしませんか。詳細
については下記へお問い合わせください♪ 
 
【開催日】毎月第２・第４金曜日 午後２時～３時３０分 
【参加費】２００円／１回  【持物】タオル、飲み物、室内用の靴 
【問合せ】みたかボランティアセンター （℡：０４２２-７６-１２７１） 

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

 
 ミニミニ広場７月号の地域レポート、介護予防体操の教室『音楽で若返り！のざき』の開催日に誤りがございまし
た。お詫びして訂正致します。   

 

   （正）毎月第２・第４木曜日 午前１０時～１１時３０分  （誤）毎月第２・第４水曜日 午前１０時～１１時３０分 

～ありがとうございました！～ 

Q.１「うつ友の会三鷹」では
どのような活動をしている
のですか？ 
 うつ病の方、家族や友人
がうつ病の方、うつ病のこと
を学びたい方など「うつ」を
キーワードに集まった方た
ちでうつ病に関する情報交
換などをしています。  

Q.２「うつ友の会三鷹」をはじめた
きっかけはなんですか？ 
 「家族のうつを考える４つのヒント」
と言うボランティア講座の修了後、
もう少しみなさんと話がしたいという
方々が集まって始まりました。 

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。 
 参加費の１００円を入れる「ビスコ缶」ですね。
ビスコ缶のおかげで7年間運営することができ
ました。お菓子やお茶の差し入れなどもありが
たく受け取っています。 

Q.４ 逆に、活動していて
大変だったことはなんです
か？  
 大変なことは・・・忘れま
した。開催日をお知らせす
るブログの更新を忘れが
ちで、ブログを見ている方
は大変な思いをしている
かもしれません（＾～＾；） 
すみませんっ！ 

Ｑ.６ 最後に「うつ友の会三鷹」
の魅力はなんですか？ 
 「ゆるさ」ですかね。話すテー
マを決めないのでうつとは全く
関係ない話で盛り上がることも
あります。年1回の「タコパ（タ
コ焼きパーティー）」も楽しいで
すよ。 

今回は  
            
                         
                           
                         さん 

ボランティアグループインタビュー！ 

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？ 
 参加者の一人がつけて
くれたこの会の名前です。
「うつと友達になる」、「うつ
を通じて友達を作る」とい
う２つの意味があり、親し
みやすい名前でもある事
から会の方向性が決まりま
した。 

 「うつ」をキーワードに様々なバックグランドを持つ方が、ゆるやかにつながり、交流する場を設けている『うつ友の会三
鷹』さん。活動は毎月第４土曜日、午後１時３０分～４時（１２月は休み）、みたかボランティアセンターで行っています。 
 問合せはみたかボランティアセンターまでお気軽にどうぞ。（TEL ０４２２－７６－１２７１） 

●急募！井之頭病院の付き添い【障がい】 
 
内容：自宅から井之頭病院への行き、帰りの付き添い  
日時：毎週月曜日、または木曜日  
    ①午前９時～１０時 ②午後２時３０分～４時  
    ※①②どちらかでも可 
 場所：自宅（井の頭５丁目）から井之頭病院 
    （上連雀４-１４-１）  
備考：交通費支給。ご家族の方と面談をして頂きます。  

●急募！お散歩付き添い【高齢】 
 
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：①中原３丁目 ②牟礼５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。  

●工作セミナーでのお手伝い【その他】 
 
内容：ベランダ発電工作セミナー「５０Wの発電キットの 
    組立と見学」での受付や組立のお手伝い 
日時： ８月５日（日） 午後１時３０分～４時３０分 
場所：三鷹市市民協働センター（下連雀４－１７－２３） 
    第２会議室 
備考：事前説明あります。 

●囲碁のお相手【高齢】 
 
内容：有料老人ホーム入所者の囲碁のお相手 
日時：毎月１～２回程、午後２時より１時間程度 
    （日時は応相談）  
場所：①中原２丁目 ②牟礼５丁目 
備考：近隣の方で囲碁が得意な方、お待ちしております。  

●みたかボランティアセンター 
 納涼まつりのお手伝い【その他】 
 
内容：納涼祭りでの駐輪場整備、ちらし配布などの 
    お手伝い 
日時：８月２５日（土） 午後４時～８時 
場所：みたかボランティアセンター（上連雀８－３－１０） 
備考：納涼まつりを一緒に楽しみましょう！ 
    ボランティアが初めての方でもお気軽にどうぞ。  

・・・・・ありがとうございました！ 

●デイサービス施設での夏祭りのお手伝い 
【その他】 
 
内容：デイサービス施設での夏祭り出店のお手伝い 
日時：８月１８日（土）、１９日（日） 
    午前９時３０分～午後４時 
場所：上連雀７丁目 
備考：上履きをご持参ください。 

ボ ラ ン テ ア 
   新川・中原地区 
担当の真坂、小池が 
  ご案内します！                              

  先月号より引き続き、地域のサロンで使用するため以下の物品が不足しております。 
お譲り頂ける方は、みたかボランティアセンター (TEL：０４２２－７６－１２７１）までご連絡をお願い致します。 
●炊飯器（1升炊き）  ●麻雀卓（折りたたみ式）  ●プロジェクター  ●スクリーン  ●ホワイトボード   ●刺子の糸 
●アクリル１００％の毛糸   ●さらし（無地、多少の汚れでも受付可）  ●カラオケ機材（ご自宅用） 


