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  は年末年始のためお休みになります。 

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（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。 

2019年1月号  

明けましておめでとうございます。 
旧年中は皆さまよりひとかたならぬご厚情を賜り、 
誠に有難うございました。 
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

新年のご挨拶 

予告 

【日時】２０１９年３月２日（土） 
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 
 

【映画タイトル】 

湯を沸かすほどの熱い愛 
（字幕付き） 
 
 

【前売りチケット】※１月１５日より販売開始 

■大人１，２００円 ■小人（高校生以下）５００円 
■親子ペア１，５００円 
※社協会員は ２００円引き（大人/ 親子ペアのみ） 
※障がい手帳のある方８００円 
 （付添１名まで 同額） 
 

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

■日時（全7回）・講座内容 

 右記の通り 

■場所 
 みたかボランティアセンター 
 (上連雀8-3-10) 2階会議室 

■参加条件 
 子育て経験のある方 

■応募方法 
 氏名(ふりがな)、住所、電話、FAX、   
 メールアドレスを下記へFAX、電話、 
 郵送でお申込み下さい 

■申込先・問合せ 
 NPO法人子育てコンビニ 
 ホームスタート・みたか 
 郵送先:〒181-0012三鷹市上連雀8-4-1 

 FAX・TEL:0422-41-7021 
 メールアドレス:h-start@kosodate.or.jp  
 

 三鷹市社会福祉協議会委託事業 
 主催：NPO法人子育てコンビニ 
 ホームスタート・みたか 

『みたか災害ボランティアセンター』 
 みたか社協は、三鷹市と締結した「災害時におけるボラ

ンティア活動に関する協定」に基づき、市内で震度６弱以

上の地震災害や風水害などの大規模災害が起きた時は、災

害ボランティアセンターを設置します。 

③ボランティアの派遣 

災害ボランティアセンターの活動内容 
①被災者のニーズ把握 
自宅の片づけや避難所の手伝い等を希望する被災
者から、ボランティア派遣の申請を受付けます。 

②ボランティアの受入れ 
ホームページ等で情報を発信し、市内外より 
ボランティア受付をします。 

活動に必要な道具等を貸出や、ボランティアの 
人数を調整し派遣します。 

2019年1月19日（土） 
  世話人会 
 午後1時～2時 
 場所：ボランティアセンター 
 

  全体会実行委員会 
 午後2時～4時 
 場所：ボランティアセンター 

2019年1月26日（土） 
  ふろしき市 
 午前10時～午後1時 
 場所：三鷹市役所議場棟下 
 

  第29回全体会 
 午後1時30分～4時30分 
 場所：元気創造プラザ3階 

 テーマ：三鷹の防災を考える 
 参加費（チケット）：100円（お茶、資料代） 
※チケットはボランティアセンター、 
 各ボランティアグループからお求めください 
  

  第29回全体会では、災害時に防災の拠点となる三鷹 
中央防災公園・元気創造プラザの見学や、市防災課職員から三 
鷹市の防災の取組みについて説明していただきます。自分にでき 
る防災について一緒に考えてみましょう！ 

回数 開催日 講座内容 

1 1月16日(水) 
１０：００～16：00 

オリエンテーション 

ホームスタートの内容、意義を学ぶ 

2 1月23日(水) 
１０：００～16：30 

家庭とは何か・親とは何か 
価値観と多様性について 

子どもの発達・子どもの障がい 
子どもの人権・子どもへの関わり方 

3 1月30日(水) 
１０：００～16：30 

傾聴の意義と方法1 

傾聴の意義と方法2 

4 2月6日(水) 
１０：００～16：30 

家庭で活動する上でのポイント 
信頼関係、倫理、危機管理 

ホームビジターの実務 

5 2月13日(水) 
１０：００～16：00 

地域連携のために 
地域のネットワークについて 

問題や悩みのある家庭への理解 

6 2月20日(水) 
１０：００～16：30 

家庭の中で活動する1 
―傾聴と協働の実際― 

家庭の中で活動する2 
―傾聴と協働の実際― 

7 2月27日(水) 
１０：００～16：00 

シェアリング・修了テスト 

修了式、登録、交流会 

8 研修終了後個別 個別面談 

『みたか災害ボランティアセンター』 

(C)2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会 

https://2.bp.blogspot.com/-b8yU1D-EqCw/UylAeGE9tRI/AAAAAAAAeVA/pVv42KwYU8w/s800/takidashi.png


 
 

地域レポート
NO.２８ 

  

 先月号でご寄贈をお願いしたところ、毛糸、刺子の糸をご寄贈頂きました。 
こちらは地域のサロンや子ども食堂で大切に使わせて頂きます。誠に有難うございました。 
 また引き続き以下の物品が不足しております。 

ご寄贈頂ける方はみたかボランティアセンター（☎ ０４２２-７６-１２７１）までご連絡下さい。 

募集に関する問合わせは H 
みたかボランティアセンター 

(担当：杉山・道三)まで 

ああ 

①「 」ではど
のような活動をしていますか？ 

②「 」を始め
たきっかけはなんですか？ 

③活動していて嬉しかった事・印象
的な事はなんですか？ 

 「マイノート講座（提携・成年後見
制度）」は、よい介護を受けるため
に自分を知ってもらう条件を記録
する活動支援です。 
 

 「カーリンコン」・「みんなの輪投
げ」は健康・介護予防など増進す
る活動をしています。 

④逆に、活動していて大変だった
事はなんですか？ 

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。 

⑥最後に「 」
の魅力はなんですか？ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 上連雀１丁目で１０月から始まった子ども食堂をご紹介します。 

 株式会社テスコさんの食堂をお借りして、月に１回開催しています。メンバー同士の力を合わせ、また地域の
方にも支えられて始まりました。 

 子ども達がたった一人でご飯を食べる「孤食」を減らしたいと強く思うメンバーが、ただ食べるだけでなく、子ど
も達と大人が一緒に参加し「食」に興味を持つ場にしていきたいと活動しています。 

 まだ生まれて２ヶ月の居場所。参加者だけでなく一緒に活動してくださる方、そして食材の提供を含め様々な
面で協力してくださる方を募集しています。 

    地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 

  第２８回は上連雀１丁目子ども食堂「 」です♪ 

駅前地区担当の 
堀江が 

ご案内します！                              

 「マイノート講座」は健康生きが
いづくり財団に加盟している「福祉
と生きがいを考える会」と連携した
ことがきっかけで始めました。  
 

 「カーリンコン」は協会で資格を
取得し立ち上げました。「輪投げ」
はボランティアセンターで実施して
ほしいという声を実現しました。 

 「マイノート講座」を数回受講し
た女性が、マイノートを記帳した
ことで親の看護に大変役立った
ことです。 
 

 夏ボラに参加した学生が、二
つのゲームで高齢者と競い、年
齢差を越え学生のボランティア
精神が高揚したことです。 

 「マイノート講座」の研修では理
解していても、実際にマイノートに
書いてくれる人が少ないことです。 
 

 二つのゲーム参加者は高齢者
が多く、病気やケガへの気配りや
情報交換が必要なことです。 

 「マイノート講座」は誰でも必要
なもの。一人でも多くの人に記入
してほしいという気持が原動力に
なっています。 
 

 二つのゲームを実施していると、
参加された方の顔が輝き、感動に
満ち元気な姿になってくれること
です。 

 「マイノート講座」を受けると、健
康寿命と平均寿命の差を少なくし
快適な生活を送れるようになるこ
とが魅力です。 
 

 二つのゲームは誰でも簡単に始
められ、日常なかなか出せない大
声を出して元気を満喫し感動を共
有できることが魅力です。 

開 催 日 
原則第４金曜日、午後５時～７時 
ただし１２月は１２月２１日（金）となります。 

会 場 
株式会社テスコ食堂 
（上連雀１-１２-１７アツデンビジネスパーク内） 

参 加 費 子ども１００円、大人３００円 

申 込 ・ 
問 合 せ 

mooshin55@gmail.com 
またはみたかボランティアセンター堀江まで 

 
 

きっかけサロン と

(日     時)１２月２７日 午前１０時～午後３時 
(参  加  費)午前１００円 午後６００円 
(場       所)三鷹市公会堂さんさん館（野崎１－１－１）２階 
(申込・問合せ)加藤 TEL ０８０－５４９６－９７５８    

●デイサービスで折り紙を教える   〈高齢者〉 
内容：デイサービスで折り紙を教える 

日時：月１～２回程度、午後２時～３時 
    （曜日等応相談） 

場所：牟礼３丁目 

備考：簡単に利用者が楽しめる折り紙を教えて 
       ください。交通費支給。 

●囲碁の相手                〈高齢者〉 

内容：８０代女性と、会話をしながらの囲碁の相手 

日時：平日 午後１時３０分～３時、週１回程度 
    （曜日は応相談） 

場所：上連雀２丁目 

備考：囲碁が得意な方（日本棋院５級以上）。 
    ご本人と面談をしていただきます。 

●「ミニミニ広場」配達ボランティア〈その他〉 

内容：みたかボランティアセンターの機関紙 
    「ミニミニ広場」の配達 

日時：毎月２０日頃～月末の都合のよい時間 

場所：大沢１～５丁目（約５０部） 

備考：お散歩気分で自分のペースで 
    ボランティアしたい方に♪ 

●介護老人保健施設のお手伝い     〈高齢者〉 

内容：シーツ交換のお手伝い 

日時：月～金曜日、週１回より 午前９時～正午、 
    または午前９時～午後４時（応相談） 

場所：下連雀９丁目 

備考：交通費支給 

●防災団体やろうよ！こどもぼうさい  〈子ども〉 

内容：子どもの防災に関する啓発やイベントに一緒に 
       参加する 

日時：不定期 

場所：三鷹市内 

備考：大学生の方大歓迎です♪ 

●グループホームからバス停までの付添い〈障がい〉 

内容：ダウン症の男性の、グループホームからバス停 
         まで徒歩で付添い・誘導（バス乗車確認まで） 

日時：月～金曜日 午前７時４５分～８時１５分ほど  
         ※週１回より可 

場所：グループホームウインズ（上連雀５－４－４） 

   からバス停「八幡神社前」の区間 

備考：ご近所の方、男性、７０歳以下希望。 
   最初は職員も同行します。 

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～) 

ボランティアグループインタビュー 

今回は さん 

高齢者が健やかで快適に過ごせるよう支援している 
生きがいクラブむさしのさん。お問合せは左記までどうぞ♪ 

（問合せ） 牧野 吉治 
電話/FAX ０４２２－４０－９１２３ 


