
       ご家庭で余っている未使用食品がございましたら、下記日時、会場へお持ちください。 
 

日  時 3月2日（土）午前１０時～午後２時３０分  会  場 三鷹市公会堂 光のホール正面入り口 
受付できる食品 ☆賞味期限が1ヶ月で、常温保存可能なもの（賞味期限が過ぎたものはご遠慮ください） 
       ☆缶詰、インスタント・レトルト食品、乾麺、お菓子、飲料、調味料のみ 
       （お米は受付ておりません） 

   みたかボランティアセンター 電話：０４２２－７６－１２７１ 
（主催 フードバンクみたか・三鷹市社会福祉協議会） 

【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】（字幕付き） 
 
 
 
 
 
 
 
 

【前売りチケット】 
■大人１，２００円  
■小人（小～高校生）５００円 
  未就学児は無料 
■障がいのある方８００円（障がい者手帳をお持ち 
   の方で付添者１名も同額） 
■親子ペア１，５００円（大人と小人） 
※社協会員は ２００円割引 （大人、親子ペア） 
 

【販売窓口】 
みたかボランティアセンター／各コミュ二ティセンター 
元気創造プラザ３階福祉センター／ 
食茶房むうぷ／工房時／星と風のカフェ 
 

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

No.352 2019.1.20 

発行：(社福)三鷹市社会福祉協議会 
     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 

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2月号  

2月28日（木）より3週連続で男性限定の
ボランティア養成講座を行います。 
詳細については社協HPをご確認ください。 

 
 
■開催日・内容・会場（時間は各回午後７時～９時） 
 
 
 
 
 
 
■対象 三鷹市に在住・在勤・在学・在活動者で、メンタルヘルスのボランティア活動に興味の 
    ある方・地域で活動してみたい方 
■申込 ２月８日（金）までに①氏名 ②性別 ③年齢 ④住所 ⑤（あれば）勤務先・通学先・活動団体名 
            ⑥電話・FAX番号 ⑦受講動機 ⑧こころの病気・不登校・若者支援に関してご質問等 
    をみたかボランティアセンターへ電話・FAX・メールにてお伝えください。直接でも承ります。 
 

     みたかボランティアセンター（開館時間：月～土曜日 午前９時～午後５時１５分） 
     電話：０４２２-７６-１２７１ ＦＡＸ：０４２２-７６-１２７３ Ｅ-ＭＡＩＬ：chiiki@mitakashakyo.or.jp 

開催日 
 

内容 
 

会場 
 

 ①２月１５日（金） 「こころの病気・障がい」とは？ みたか 
ボランティア 
センター 

 

２階会議室 

 ②２月２２日（金） 「こころのケアと社会参加」 

 ③３月１日（金） 「こころに不安や障がいをもつ人とかかわって、当事者の思い」 

 ④３月８日（金） 「こころのボランティアとして～新たな活動へのかかわり方～」 

～心の病気と障がいを理解し、寄り添うためのボランティア講座～ 

タイトル 日時 講師 

【A】 サロンで役立つ！バルーンアート教室    
   （限定３０名）（２年目） 

２月７日（木） 
午後１時３０分～３時３０分 

  三鷹市青少年委員協議会 
  会長  阿部裕子さん 

【B】 地域のつながりを紡ぐ“見守り” 
２月８日（金） 

午前１０時～正午 
  武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科 
  教授 渡辺裕一さん 

【C】 いつから？今でしょ！！ 
   “介護予防体操”（２年目） 

２月１２日（火） 
午後１時３０分～３時３０分 

  三鷹市リハビリテーション協議会 
  理学療法士  門馬博さん 

【D】 地域で共に暮らす外国の方との 
   コミュニケーション～「やさしい日本語」 
   を学ぶ～ 

２月１５日（金） 
午前１０時～正午 

  ピナット～外国人支援ともだちネット 
  コーディネーター 新居みどりさん 

【E】 目を引く、気になる、広報のイロハ 
２月２２日（金） 
午前１０時～正午 

  ＮＰＯ法人男女共同参画おおた 
  坂田静香さん 

【F】 気づいて！そのＳＯＳ 
    ～高齢者虐待・児童虐待について～ 

３月４日（月） 
午後１時３０分～３時３０分 

 三鷹市社会福祉協議会が実施している、ほのぼのネット事業の 
ネット員向け研修の聴講希望される方を募集します（一般市民向け） 

場所：みたかボランティアセンター２階会議室 
 着順。１月３１日（木）までにみたかボランティアセンター（担当：小池）までに 
    電話（０４２２-７６-１２７１）でお申込み下さい 
 

のお知らせ 

からのお知らせ 

２月２３日（土） 世話人会 午後１時～２時 
（場所：ボランティアセンター） 

大沢包括支援センター 和田さん・駅前地域包括支援センター 
広瀬さん・子ども家庭支援センターのびのび 主任 宮村真紀さん 

※２月はふろしき市お休みです 

(C)2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会 



 
 

地域レポート
NO.２９ 

  

 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 

  第２９回は井口３丁目地域の居場所『           』です♪ 

西部地区 
担当の新倉が 
ご案内します！                              

開催日 
毎月第１木曜日 
午後１時３０分～３時３０分 

会 場 
武蔵境ハイム集会室 
（井口３－３－２７） 

参加費 ３００円 

問合せ 
みたかボランティアセンター 
電話：０４２２－７６－１２７１ 

 井口小学校の近くにあるマンション「武蔵境ハイム」の集会室に、地域の居場所として平成30
年10月にオープンし、毎月第１木曜日に開催しています。 
 武蔵境ハイムにお住まいの方が、武蔵境ハイムの住民や地域の方との繋がりの場を作りたいとい
う声から立ち上げを行い、その方が可愛らしいリクガメを飼っていることから『かめの会』という
名前になりました。 
 『かめの会』は始まってまだ数回ですが、子ども連れのママさんや高齢の方まで幅広い世代の方
が参加しています。段々と参加者同士の会話も増え、おしゃべりを楽しみながらデコパージュなど
の手芸をし、まったりとした雰囲気の会となっています。 
 手芸が好きな方、おしゃべりが好きな方、ぜひ気軽にお越し下さい♪ 

団体名 
活動日時 （主な活動場所） 

※★はみたかボランティアセンター 
活動内容 

てのひらの会 木曜日 午前１０時～午後３時（★） 布絵本・遊具作成、絵本の一般貸し出し、修理 

三鷹おもちゃ図書
館 

第１・４土曜日 午後１時～４時（★） 
第４火曜日 午前１１時～午後３時（★） 

おもちゃを利用した遊びと貸し出し 

三鷹サタデー学級 

第２土曜日 午前１０時３０分～午後４時 
第４土曜日 午後１時３０分～午後４時 
（第２土曜日ＡМ 市立第一中学校体育
館、第２・４土曜日ＰＭ 元気創造プラザ） 

障がいを持った子ども達が養護学校の先生方の協力の元、
三鷹で楽しく過ごす場所として、スポーツ、料理、手芸、音楽
等を開催 

みんなの本箱 
第１・３土曜日 午後１時３０分～３時３０
分（三鷹市立図書館１階） 

障がい者のための本の読み聞かせ、交流の場、季節行事に
そった工作、ゲーム遊び、陶芸、絵、屋外活動などの活動 

三鷹科学あそびの
会 

不定期（主に市内小学校。他、武蔵野プ
レイス図書館） 

小学生を中心に、子ども向けの「科学教室」を開催 

三鷹市医療と福祉
をすすめる会 

不定期。年１～２回学習会、主に秋１泊研
修（三鷹消費者活動センター、みたか・み
んなの広場） 

医療・福祉の相談事業、研修、学習、医療機関とのネット
ワーク、他団体との交流 

ラブリーハンズ 
水曜日 午後１時３０分～３時３０分（★） 
木曜日 午前１０時～正午（★） 

フラダンスを老人ホームや障がい者施設、地域イベントで披
露 

子ども生活 
ゆめこうば 

不定期・月１回以上、その他月２～３回話
し合い（市内およびその周辺） 

子どもの文化創造、遊びが主な活動。大人と子どもが一緒
に、異なる世代間で集団遊びを中心とした取り組みや舞台
鑑賞を行う。「親子の居場所」「一時預かり」の活動もあり。 

ハッピーグランパ
倶楽部 

第４水曜日ＰＭ 
（牟礼コミュニティセンター等） 

紙飛行機づくりを通じて子ども達と交流する、男性中心のグ
ループ 

パンプキンの会 
火・金曜日 正午～午後５時３０分 
（井口コミュニティセンター） 

高齢者を対象とするお弁当作りと配食 

みたかボランティアセンター 電話：０４２２－７６－１２７１ 

★囲碁の相手【高齢】 
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。 

★介護老人保健施設のお手伝い【高齢】 
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～午後４時の間で応相談 
場所：下連雀９丁目 
備考：交通費支給 

★急募！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  ※週１回より  
   午前７時４５分～８時１５分ほど  
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。 

★急募！みたか防災マルシェ【その他】 
内容：防災をテーマにしたイベントの運営 
   のお手伝い（ステージ、販売、会場 
   設営など） 
日時：３月１０日（日） 
   午前１１時～午後５時３０分 
場所：三鷹駅南口 三鷹中央通り商店街 
   （集合場所  みたかペースあい） 
備考：昼食付き。防災について学びながら 
   ボランティアを楽しみませんか♪ 

 ★雀文庫みたかで開館・閉館準備の 
    お手伝い【その他】 
内容：雀文庫で開館・閉館準備（倉庫に 
   ある荷物を床に置くなど）のお手 
   伝い 
日時：月、水、金、土曜日 
   開館準備は午後１時～１時３０分、 
   閉館準備は午後５時３０分～６時 
   ※週１回より、できる時間だけで 
   も可 
場所：みたかペースあい にぎわいコーナーＡ 
   （下連雀３－２８－２０ １階） 

備考：手順を覚えるまでの間は１０分程 
   長く時間がかかるかもしれません。 

★急募！六小ふじみ学級で子どもの見守り
【子ども】 
内容：保護者会の間、障がいのある 
   子ども達の見守り、保育 
日時：３月７日（木） 
     午後２時３５分～４時３０分 
場所：三鷹市立第六小学校 
        （下連雀６－１３－１） 
持ち物：上履き（かかとがある物） 
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