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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。 

 

    9月22日（土） ふろしき市  午前１０時～午後１時（三鷹市議場棟下） 

                           世話人会   午後１時～２時 
 

を平成３０年１２月３１日まで受付しています 

領収書をご希望の方は、下記窓口にて 
受付していますので直接お越しください 

①総務係 
 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ３階 
 住所：新川６-３７-１  
 ＴＥＬ：０４２２-４６-１１０８ 
 

②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 
 住所：上連雀８-３-１０上連雀分庁舎１階 
 ＴＥＬ：０４２２-７６-１２７１ 

義援金の募金箱は、下記の場所に設置 
しています 

①三鷹市役所１階受付 
 

②元気創造プラザ１階受付 
 

③元気創造プラザ３階福祉センター総務係 
 

④みたかボランティアセンター窓口 
 
※各場所とも受付は午前９時～午後４時３０分 
 となります 

お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて、被災された方々に 
届けられます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 
 

 【問合せ】三鷹市社会福祉協議会 ボランティア・地域福祉推進係 
       日赤三鷹市地区担当：吉田  ＴＥＬ：０４２２-７６-１２７１     

開催日 ９月１８日、２５日、１０月２日、９日（全４回） 
時 間  午後１時３０分～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 
申 込  ８月３１日（金）までに、下記へお申込み 
      ください 
問合せ みたかボランティアセンター 
      電話  ０４２２－７６－１２７１ 

ボランティア養成講座 

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 

【 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 

ボランティア連絡協議会からのお知らせ 

 
 
 
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） 
            

                   

☆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 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 
(TEL) 
 ０４２２―４６―１１０８ 
(MAIL) 
soumu@mitakashaky
o.or.jp 

 インターネットの教材を共に視聴し、考え、意見交換をしましょう。 
「大人の寺子屋」は、知識を増やすだけではなく積極的に語り合う場です。 
「知」でつながった寺子屋でできた仲間との縁をつなげ、アクティブ・シニアの 
皆さんの好奇心を満足させる場です。 
 

 
 
 
 
 
 
 （主催）ボランティア団体「大人の寺子屋」  （協力）三鷹社会福祉協議会 

大人の寺子屋 ～中高年が楽しく学ぶ場～ 
 

『ただ耳を傾ける-大抵はそれが一番の手助け』を視聴しながら
「傾聴」について語り合いませんか？ 
 

日  時：９月１日（土） 午後１時３０分～午後３時３０分 
定  員：２０名 参加費無料（先着順） 
場  所：みたかボランティアセンター ２階会議室 
問合せ：みたかボランティアセンター （電話 ０４２２-７６-１２７１） 

第2回みたかボランティアセンター 

場所：みたかボランティアセンター 

・ボランティアグループの活動パネル展 
・フランクフルトなど模擬店 
・親子ひろば、ミニバザーなど 

８月２５日（土） 午後４時～７時 
みなさま お気軽にお越しください！ 



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 

  

 先月号でご寄贈をお願いしたところ、炊飯器、さらし、アクリル毛糸をご寄贈頂きました。こちらは地域のサ
ロンで大切に使わせて頂きます。誠にありがとうございました。また引き続き以下の物品が不足しております。 
  ●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、多少の汚れでも可）  ●絵本、児童書 
ご寄贈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。 

ご寄贈ありがとうございました 

    地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 

  第２４号は「連雀健康相談室 ｉｎ ボラセン」です！ 

 連雀地区担当の菊池です。今回は、今年6月より健康相談を始めた 
「連雀健康相談室ｉｎボラセン」を紹介します♪   
  ●普段の生活の中で気になる症状がある。 
  ●最近ちょっと体調が悪い。 
  ●薬について聞いてみたい。 
  ●健康診断の結果が気になる。 
  ●通院はしているけど、お医者さんに聞き逃した事がある。 
 ・・・等々、お気軽にご相談ください。 
ご相談は三鷹市連雀地域包括支援センターの看護師が担当します。 

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～） 

連雀地区 
担当の菊池が 
ご案内します！                              

開催日 
毎月第３木曜日 
午前９時４５分～１１時 

会場 
みたかボランティアセン
ター２階 

「わかば会」ではどのような活動をしているのですか？ 
 月２回練習している現代舞踊、民謡等々を高齢者施設やクリニックに訪問して披露し、皆様に楽しんで 
 頂いております。 

「わかば会」を始めたきっかけはなんですか？ 
 踊りの好きな仲間が集まって練習をしていたのですが、友人が働いている施設に訪問したのが 
 きっかけで、その後 月に１回～３回ほど各所にある高齢者施設へ訪問する様になりました。 

逆に、活動していて大変だったことはなんですか？  
 ８月の納涼大会で、戸外で気温３５度ある時に８曲踊った後は全身に汗が流れ落ち、苦しい 
 時もありました。 

最後に「わかば会」の魅力はなんですか？ 
 メンバー全員が後期高齢者なのですが、明るく元気で施設の皆様に活力を与えることが出来れ 
 ば嬉しく思います。 

ボランティアで日舞を披露し、地域の皆さんの生き甲斐と健康促進に役立っ
ている「 」さん。毎月第１・３水曜、みたかボランティアセンター
で活動しております。お問合せは、みたかボランティアセンターまでご連絡
ください（TEL：0422-76-1271） 

■けやき音楽祭２０１８  
  ＪＡＺＺ in ＦＵＣＨＵ実行委員会 
  

日時／内容： 
①１０月６日（土）午前１０時～午後５時／事前準備 
②１０月７日（日）午前８時～午後７時／ステージ・観客対応 
  など運営、司会進行、 物販などのお手伝い 
場所：京王線府中駅周辺 
備考：高校生以上でメールアドレスをお持ちの方。 
     事前説明会を９月第３週に予定。 
問合せ先：JAZZ in FUCHU 実行委員 浜口 
       （メール hama7o7hama@yahoo.co.jp） 

■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。 

■井之頭病院の付き添い 
  

内容：自宅から井之頭病院への行き、または帰りの付き添い 
日時：①午前９時～１０時（毎月第２、４月曜日、または木曜日） 
     ②午後２時３０分～４時（月曜日） 
    ※①②どちらかできる時だけでも可 
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。ご家族と面談をして頂きます。 

■アリスみたか（三鷹市ひとり親家庭福祉会） 
 での無料塾のお手伝い 
  

内容：無料塾で高校生に勉強を教える 
日時：毎週火曜日 午後６時～８時 
場所：連雀コミュ二ティセンター（下連雀７－１５－４） 

子ども 

急募！ 

■朝陽学園バザーのお手伝い 
  

内容：バザー当日のお手伝い 
日時：１０月１４日（日） 午前１０時～午後３時 
    ※雨天延期：１０月２１日（日） 
場所：三鷹市役所議場棟下、中庭 

その他 高齢者 

障がい 急募！ 

■老人ホームで講師をして下さる方 
  

内容：老人ホームで英会話、書道、手芸の講師をして下さる方 
日時：週１回～月１回で応相談 
場所：牟礼７丁目 
備考：交通費支給 

高齢 

■三鷹まるごと絵本市のお手伝い 
  

内容：三鷹まるごと絵本市のお手伝い 
    （ワークショップで子どもの見守り、進行サポート、 
    物販お手伝いなど） 
日時：１０月２８日（日）午前９時～午後６時（時間は応相談） 
場所：三鷹産業プラザ７階（下連雀３－３８－４） 
備考：子ども好きな方、高校生以上。お昼をまたいでボラン 
    ティアされる方は 昼食付き。ボランティア初めての方 
    も大歓迎です！ 

子ども 

子ども 

・・・ありがとうございました！ 

急募！ 

食品、日用品、中古ＣＤ、中古本、新品の衣料品・雑貨など、１０月８日まで受付ています。 
 問合せ 朝陽学園（ＴＥＬ ０４２２－３２－６２３４） ※受付時間：午前１０時～午後５時 

開 催 日 時：１０月１４日（日） 午前１０時～午後２時    ※荒天延期：１０月２１日（日）  
場         所：三鷹市役所 中庭広場 

皆様の 
お越しを 
お待ちして 
おります♪ 

今回は     踊りの さん 

物品提供の 
お願い 

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？ 
 踊りを披露した後、どの施設でも入所者が泣いて喜び『また来てね』と言って手を放しません。 
 また一度も話しをしない方が、踊りをきっかけに自分から積極的に話しをして、先生やスタッフの方々 
 より大変感謝されたことです。 

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。 
 皆様に喜んで頂くことで、さらに新しい曲を練習して季節に合った舞踏を覚えなくてはと思います。 

http://2.bp.blogspot.com/-XF-4XNDxO2g/VmFkBRHkXPI/AAAAAAAA1b0/P38LiMdJhgA/s800/stand1_front06_woman.png
http://fukidesign.com/wp/?p=627

