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“夏！体験ボランティア ２０１７inみたか”活動報告  

 夏休み期間、市内の小学生以上の方を対象に、高齢者・障がい者・児童関係の施設等でボランティアを体験していただき
ました。ボランティア体験者の１人、熊澤美月さんにお話を伺いました。 

 今年で夏ボラ体験２年目になります。去年も今年も、母校の市立下連雀保育園でボランティアを行いました。
５日間のボランティア体験で今日が最終日ですが、３日目位から子ども達が名前を覚えてくれて、帰るときに
は「もう帰っちゃうの？」と言ってくれてとても可愛かったです。 
お散歩や外遊びの時なんかには、怪我や事故がないように気を使うので 
大変でしたが、夏ボラをやってよかったなと思います。 

…将来の夢は保育士と話してくれた美月さん。 
子ども達にもとっても懐かれ、園長先生からも大絶賛されていました。 
ありがとうございました！ 

                    高齢者電話訪問 勉強会 

         ～事例から考える、電話での受け答えのコツ～ 

 高齢者電話訪問事業では、電話訪問員（ボランティア）のスキルアップのために年２回勉強会を開いています。
今年は一般受講者を先着１０名でお受付けいたします。ご希望の方は下記申込先までお申し込みください。 

  

 日時：１１月９日（木）午前１０時～１１時 
  講師：日本精神衛生学会理事 福島 眞澄氏 

  費用：無料 

  場所：みたかボランティアセンター ２階会議室 

             （上連雀８－３－１０） 
                                                                           

                   申込・問い合わせ ＴＥＬ：０４２２－７６－１２７１（菊池） 

     『高齢者電話訪問事業』とは… 
 概ね65歳以上で昼間ひとりでお過ごしの方に電話訪問員
が週1回、電話で訪問いたします。「家から出られないけ
ど、誰かと話がしたい」 「週に１回でも、電話で安否確
認をしてほしい」という方が利用されています。 
※電話訪問の利用を希望される方は、申込先までご連絡く
ださい。 

２０２０年度 （公財）東京市町村自治調査会広域的市民ネットワーク活
動等事業の助成団体募集 

「多摩地域を元気にしたい！」「人の役に立ちたい！」そんな市民活動を行っている皆さんのイベントや
事業を応援します。市町村のワクを超えて行われる多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事
業（文化・スポーツ・環境・福祉・生涯学習・子育て・防災活動等の発表の場等）について、活動経費の
一部を助成します。 

説明会日時：１１月８日（金）午後６時～（要申込み） 
場所：多摩交流センター第３会議室（府中市寿町１－５－１  府中駅北第２庁舎６階） 
申込期間：１１月５日(火）～１２月３日（火） 
※助成条件・助成率等詳しくは下記へお問い合わせください。 
問合せ：（公財）東京市町村自治調査会事業部企画課  ℡０４２－３８２－７７８１ 

11月16日（土） 

午後１時～３時30分 
※受付は午後３時まで 

三鷹市公会堂別館さんさん館 
３階多目的会議室（野崎1-1-1） 

 
三鷹市近隣の福祉に関する仕事の相談・面接会です（介護
職員、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、保育士
など）。フルタイム、パートタイムなど雇用スタイルも様
々です。 

【おしごと紹介】 

福祉施設、在宅福祉の仕事内容な
どを説明します。 
（午後１時から20分程度） 

【相談コーナー】 

福祉の資格のことや、福祉のしご
とに関する総合的な相談をお受け
します。 

主催：三鷹市社会福祉協議会（在宅サービス係）℡：0422-79-3505 

   東京都福祉人材センター℡：03-5211-2860 

共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡会／ハローワーク三鷹 

【相談・面接会】 

採用担当者が仕事に関する疑問や
質問などにお答えします。職場見
学の相談もできます。 

◎資格不要の求人もあります。 
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。 
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。 

 「フードバンクみたか×SDGｓ×フードロス」  

～SDGｓとESG投資がこれからの地域をどう変えるのか～  
 ※当日フードドライブを実施します！常温保存できる食品の寄付をお願いします。 

  なお、賞味期限が令和２年１月１日以降の食品を募集します。お米大歓迎！ 

日 時：１１月２０日（水） 午後７時～８時３０分  
講 師：みずほ総合研究所コンサルティング第３部 主任コンサルタント 田上亜希子氏 
参加費：５００円 
会場・問合せ・申込：三鷹ネットワーク大学 ℡ 0422-40-0313 https://www.mitaka-univ.org/ 
               １０月２３日（水）より申込受付開始！ 
     フードバンクみたか・三鷹市社会福祉協議会・三鷹ネットワーク大学推進機構共催事業 

「令和元年台風第１５号千葉県災害義援金」を令和元年１２月３０日（月）まで受付けています。 

  

   ※義援金の募金箱は下記に設置しています。領収書をご希望の場合はボランティア・地域福祉推進係 

  （上連雀分庁舎）または元気創造プラザ３階福祉センター総務係まで直接お越し下さい。 

募金箱設置場所 
① 三鷹市役所１階受付 
② 元気創造プラザ１階受付             すべて 
③ 元気創造プラザ３階福祉センター総務係    午前９時～午後４時３０分 
④みたかボランティアセンター１階窓口 

※ 募金箱の設置は令和元年１２月２７日（金）まで 

 義援金受付口座 
口座番号：００１００－８ー４５１６４８ 
加入者：日赤令和元年台風第１５号千葉県災害義援金 
送金費用：郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は 
        免除されます。 
受領証：払込取扱票の半券を以って受領証兼用とします。 

皆様から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。 

   
 ホームスタートとは、ホームビジター（ボランティア）が小さなお子さんのいる家庭を訪問し、一緒に話をしながら家事や育
児を行う活動です。初めての子育てや慣れない場所で不安を感じている方に寄り添いながら、温かなつながりが生まれています。 
※ボランティア活動が初めての方でも、全７回の講座でしっかり学ぶことができます。 

『ホームビジター養成講座 説明会開催！』 
 

         日時：１２月１３日（金） 午前１０時３０分～正午 
         場所：みたかボランティアセンター２階会議室 
         対象：子育て経験のある方（保育等の勤務経験も可）。特に資格は必要ありません。 
         申込：ＮＰＯ法人子育てコンビニ（佐藤）まで「説明会参加希望」とお伝えください。 
            ℡：０４２２－４１－７０２１ Mail：h-start@kosodate.or.jp 

        ボランティア連絡協議会からのお知らせ 
 

☆１１月１７日（日） ふろしき市 午前１０時～午後２時 三鷹中央防災公園 

           ※福祉バザーと同時開催 

☆１１月３０日（土） 世話人会 午後１時～ 

           ３０周年実行委員会 午後２時～ 
みたかボランティアセンター２階 

～ホームスタート家庭訪問型子育て支援ボランティア 
ホームビジター養成講座を１月に開催します！～ 

https://www.mitaka-univ.org/
https://www.mitaka-univ.org/
https://www.mitaka-univ.org/


 
 

 
 

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手続きを！（年額300円～） 

J募集に関する問合せ・申込は H 
ボランティア・地域福祉推進係(高橋沙)まで 

 MITAKA HALLOWEEN 家族で楽しむハロウィン！ 
内容：パレード、フォトラリー、 
   お菓子ラリーのスタッフ補助 
日時：10月22日（日）正午～午後４時 
場所：三鷹駅南口周辺 
※中学生以上の方、大募集です。例年多くの方のご参加を頂
いているイベントです。是非お力をお貸しください！ 

 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：12月４日（月）午後２時35分～午後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） 

 M-マルシェ みたかストリートパーティー 
内容：イベントの運営のお手伝い 
日時：10月22日（日）正午～午後６時 
場所：三鷹駅南口 三鷹中央通り商店街 

 そんぽのいえS調布 
 （サービス付き高齢者向け住宅）囲碁のお相手 
内容：入居者の方と囲碁をうってくださる方 
日時：週１回１～２時間程度 
場所：そんぽのいえS調布 
   （調布市多摩川3-17-2） 

 福祉バザー 
内容：模擬店手伝い、駐輪場整理など 
日時：11月19日（日）午前10時～午後2時 
場所：三鷹中央防災公園 

                            新中地区担当の 
                                    真坂・小池がレポートしました！   
 

        地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 第３７号は     

        人と人を結ぶ居場所 です。 

  
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
                                            

地域レポート 
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開催日時 毎月第２・４火曜日 午前１０時３０分～午後１２時３０分 

場所 新川中原コミュニティ・センター １階和室 

費用 入会金５００円 、参加費１回１００円 

申込・問合せ ０９０－２４５２－２９４２（代表・山田さん） 

  

開催日：１１月１８日（土） 
会 場：三鷹駅前コミュニティ・センター 

開 場：午後１２時３０分 

開 演：午後１時（終了予定 午後３時３０分） 

主 催：江戸小噺笑い広げ鯛 

    （後援：三鷹市社会福祉協議会） 

 木戸銭は無料！直接開場へお越しください 

 

 

楽しい内容盛り沢山♪ 

出入り自由。 

お気軽に是非お越しください。 

      （鯛員一同  ） 

※毎月のイベント・チラシはこちら→http://www.mitakashakyo.or.jp/area4 

今回はＮＰＯ法人むさしのみたか市民テレビ局(ＭＭＣＴＶ)さん 
Q.1 ＭＭＣＴＶはどんな活動をしているんですか？ 
   ビデオカメラを持って街に出て、いろいろな場所、人、イベント等を取材してテレビ番組をつくっています。番組は 
  ケーブルテレビやインターネットを通じて放映されています。 

Q.２ ＭＭＣＴＶをはじめたきっかけはなんですか？ 
   開局は２０００年夏。今年で１７年目になります。私は９年前に新聞記事で「局長募集」の呼びかけを知り、自分で番 
  組をつくれたら面白い、と未経験ながら応募しました。    

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？ 
   番組をつくることを通じて、いろいろな方と知り合え、興味深い話を聞けることが嬉しいです。「番組にしてくださるの 
  が嬉しい」という声を頂くのも励みになります。 

Q.4 逆に、活動していて大変だったことはなんですか？ 
   取材は楽しく進められますが、その後の編集作業に時間が掛かります。気に入った映像データがなく再度撮り直し 
  に出向くこともありますし、最後は時間との戦いになります。    

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。 
   やはり、「番組にしてくださって嬉しい」という取材対象者の声でしょうか。また「番組を見ました」という市民の皆さま 
  からの反応も活動を続けていく原動力になります。 

Ｑ.６ 最後に、ＭＭＣＴＶの魅力はなんですか？ 
   まちを知り、人と出会い、自分から情報発信ができることだと思います。市民の皆さまから必要とされ、信頼され、愛 
  されるメディアでありたいです。ホームページ（https://www.mmctv-mm.com/short-film）をご覧ください。 

  ありがとうございました！  

11月25日（土） 
午後１時～３時30分 
※受付は午後３時まで 

三鷹市市民協働センター 
（下連雀4-17-23 ） 

 

三鷹市近隣の福祉に関する仕事の相談・面接会です（介護職員、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、保育士な
ど）。フルタイム、パートタイムなど雇用スタイルも様々です。 

【出展事業所PR】 

福祉施設、在宅福祉の仕事内容など
を説明します。 

（午後１時から20分程度） 

【相談コーナー】 

福祉の資格のことや、福祉のし
ごとに関する総合的な相談をお
受けします。 

主催：＊三鷹市社会福祉協議会（在宅サービス係）℡：0422-79-3505 ＊東京都福祉人材センター ℡：03-5211-2860 

【相談・面接会】 

採用担当者が仕事に関する疑問や質
問などにお答えします。職場見学の
相談もできます。 

◎資格不要の求人もあります。 
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。 
◎雇用保険中の方は「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。 

福祉のしごと 

共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡会／ハローワーク三鷹／三鷹市内社会福祉法人連絡会＜仮称＞ 

平成２９年度福祉職場入門研修 

日 時：11月10日～24日の毎週金曜日午前9時30分～ 
     午後4時30分（全3回） 
対 象：介護の職場で働く意思があり、全回参加できる方 
     50人 
場 所：三鷹市市民協働センター（下連雀4-17-23） 
申 込：先着順。11月2日（木）までに同研修事務局へ。 
    （TEL：0120-998-632 平日午前9時30分～午後5時 
     30分/FAX：03-6846-1217） 
問合せ：東京都社会福祉協議会 
     （人材対策推進室 TEL：03-6261-3925 
※詳しくは同協議会のホームページへ
(https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzaitaisaku/nyumon.html)+ 

 みたか社協のホームページ／ 
ブログが新しくなりました！！ 

 皆さまにより見やすく、使いやすく情報
をお届けできるよう、みたか社協のホーム
ページをリニューアルしました。 
ぜひご覧ください。 
 
Ｈ Ｐ ：http://www.mitakashakyo.or.jp/ 
ブログ：http://www.mitakashakyo.or.jp/ 
    mitaka-blog/  

〈手づくりサロンの様子〉 〈外観〉 

障がいのある方に関する  
ボランティア  

 
 

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 

ボランティアマッチング担当
まで 

その他ボランティ
ア   

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
～) 

高齢者に関するボラン
ティア 障がいのある方に関する ボ

ランティア  

子どもに関するボランティア 

高齢者に関するボランティア 

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～) 

  その他ボラン
ティア   

高齢者に関するボラ
ンティア 

障がいのある方に関
する  

ボランティア  

子どもに関するボランティア 

高齢者に関するボランティ
ア 

高齢者に関するボランティア 

障がいのある方に関する  
ボランティア  

  その他ボランティア   

子どもに関するボランティア 

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 

ボランティアマッチング担当まで 

11月16日（土） 

午後１時～３時30分 
※受付は午後３時まで 

三鷹市公会堂別館さんさん館 
３階多目的会議室（野崎1-1-1） 

 三鷹市近隣の福祉に関する仕事の相談・面接会です（介護
職員、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、保育士
など）。フルタイム、パートタイムなど雇用スタイルも様
々です。 

【おしごと紹介】 

福祉施設、在宅福祉の仕事内容な
どを説明します。 
（午後１時から20分程度） 

【相談コーナー】 

福祉の資格のことや、福祉のしご
とに関する総合的な相談をお受け
します。 

主催：三鷹市社会福祉協議会（在宅サービス係）℡：0422-79-3505 

   東京都福祉人材センター℡：03-5211-2860 

共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡会／ハローワーク三鷹 

【相談・面接会】 

採用担当者が仕事に関する疑問や
質問などにお答えします。職場見
学の相談もできます。 

◎資格不要の求人もあります。 
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。 
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。 

   先月号でご寄贈をお願いしたところ、さらし、アクリル毛糸をご寄贈いただきました。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。

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。 

 毎月第２・４火曜日に新川中原コミュニティ・センターで“スポーツ吹き矢”を練習しています。健
康づくりやダイエットに、また、仲間づくりにぜひご参加ください！ 
 見学や体験も受け付けております。貸し出し体験用のスポーツ吹き矢の用具も準備しております
ので、お気軽に体験にお越し下さい。 
 皆さんの参加をお待ちしています！！ 

 社会福祉法人巣立ち会 ユースメンタルサポートColorでは、引きこも
り、不登校、メンタル不調（発達障がいも含む）などでお悩みのご本人
やご家族、周囲の方々からのご相談をお受けしています。 

ご相談をお受けいたします（無料） 
～三鷹駅・調布駅 徒歩5分～ 

巣立ち会顧問医による発達障がい講演 
   日時：１１月２７日（水） 午後１時３０分～３時３０分 

場所：三鷹産業プラザ会議室（三鷹駅北口徒歩７分） 
個別相談も承ります 

お電話でご予約ください。 
問い合せ：℡ ０４２-４２６-８０９９ 
受付時間：平日（月～金） 午前９時３０分～午後５時 

 老人保健施設でのお手伝い 
【内容】利用者のドライヤーかけ、 
整容、飲み物提供 
【日時】土曜日 午前９時３０分～ 
正午 
【場所】介護老人保健施設太郎 
（下連雀４－２－８） 

 デイサービスで麻雀の相手 
【内容】デイサービスで行う活動で 
麻雀の相手 
【日時】毎週木曜日 午後１時～３時 
（隔週でも可） 
【場所】ゆや富久（井口２－４－ 
３０） 
【備考】スリッパ持参。男女不問。 
麻雀できる方が２名いて、どちらの 
方も詳しいです。 

 特別養護老人ホームでのお手伝
い 

【内容】①車いす清掃、②リネン交
換 
【日時】①全ての曜日 午前１０時
～午後５時の１～２時間。週１回、 
②火・金曜日 午後４時～５時、
水・土曜日 午前１０時～１１時 
３０分。週１回から応相談 
【場所】恵比寿苑（牟礼１－９－ 
２０） 

２０２０年度 （公財）東京市町村自治調査会広域的市民ネットワーク活
動等事業の助成団体募集 

「多摩地域を元気にしたい！」「人の役に立ちたい！」そんな市民活動を行っているイベントや事業を応
援します。市町村のワクを超えた多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事業（文化・スポー
ツ・環境・福祉・生涯学習・子育て・防災活動等の発表の場等）について、活動経費の一部を助成します。 

説明会日時：１１月８日（金） 午後６時～（要申込み） 
場所：多摩交流センター第３会議室（府中市寿町１－５－１  府中駅北第２庁舎６階） 
申請期間：１１月５日(火）～１２月３日（火） 
※助成条件・助成率等詳しくは下記へお問い合わせください。 
問合せ：（公財）東京市町村自治調査会事業部企画課  ℡：０４２－３８２－７７８１ 

三鷹市星と森と絵本の家

から「てのひらの会」
が表彰されました！ 

 急募！エコマルシェのお手伝い 
【内容】環境イベントの交通整備、
各ブースや備品を運ぶお手伝い 
【日時】１１月１０日（日）  
午後１時～５時 
【場所】三鷹中央通り（三鷹駅南口
すぐ） 
【備考】学生や環境にご興味のある
方、お待ちしています。 

 急募！福祉バザーのお手伝い 
【内容】バザーの駐輪場、会場整理
などのお手伝い 
【日時】１１月１７日（日）  
午前９時３０分～午後２時 
【場所】三鷹中央防災公園（新川６
－３７－１） 

 手書き原稿をワードに文字お越
しするお手伝い 

【内容】エッセイを執筆している高
齢男性の手書き原稿をワードで文字
起こしし、印刷してホッチキスで留
める作業 
【場所】ボランティアさんの自宅に
て作業。原稿の受け渡しは本人自宅
（大沢１丁目） 
【備考】男女不問。交通費支給。 

 ＮＥＷ！連雀学園三鷹市立第一中
学校の地域未来塾でのボランティ
ア 

【内容】数学等の教科を中心に学力補
充のお手伝い。生徒の指導状況を指定
の報告書等を通じて学校に伝える（初
めは、学校の教員がお手伝いします）。
※問題集等使用教材は担当教員が準備
します。 
【日時】火曜日または水曜日  
午後４時～５時３０分 
【場所】連雀学園三鷹市立第一中学校 
図書学習室（下連雀９－１０－１） 
【備考】生徒たちと真摯に向かい合え
る方。中学生に教える学力を有する方。
年齢不問。謝礼支給。採用時に校長と
の面接があります。 

新中地区担当の 
真坂・小池がレポートしました！ 

 保育園のお手伝い 
【内容】子どもと一緒に遊んだり、生
活のお手伝い、行事などで作り物のお
手伝い 
【日時】月～金曜日 午前９時～午後
５時 ※可能な日に応相談。 
【場所】山中保育園（上連雀７ー１９
－１－１００） 
【対象】：中学生以上の女性 
【備考】麻疹、風疹、水痘の罹患及び
予防接種の確認、一年以内の胸部Ｘ線
検査の確認をさせていただきます。 

地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 

第３７号は、 しんなか吹き矢倶楽部 です！ 

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～) 

 視覚障がい者の通院・買物の付添い 
【内容】視覚障がいがある方（６０代
の男性）の通院・買物の付添い 
【日時】毎週金曜日 午後６時～８時
４５分頃 
【場所】自宅（武蔵野市境５丁目）か
ら病院・スーパー（境１丁目）の往復 
【備考】特別な技能は不要。男性希望。 

 知的障がいのある若者のプラモデ
ル作りのお手伝い 

【内容】お話し好きの知的障がいのあ
る若者（高校１年生）に簡単なプラモ
デル作りを教える。プラモデル作りを
通じて大人との交流や友だち作りの機
会を作る 
【日時】定期的な活動を希望。初回は
土曜日か日曜日。２回目以降は応相談 
【場所】大沢コミュニティ・センター
（大沢４ー２５－３０） 
【備考】コミュニケーションは普通に
とれるお話し好きの方です。 

 ＮＥＷ！こども食堂のお手伝い 
【内容】会場となる敷地の正門から食
堂までの来場者の誘導、食事の用意、
子どもたちのサポート、コミュニケー
ション、片づけ等のお手伝い 
【日時】毎月第４金曜日【１１月２２
日、１２月２０日、２０２０年１月 
２４日】 午後３時～８時（子ども食
堂は午後５時～７時）の都合の良い時
間。単発可。 
【場所】(株)テスコの社員食堂（上連
雀１－１２－１７） 
【備考】交通費支給。一緒にご飯を食
べます。 

 高齢者施設でのお手伝い 
【内容】①入浴後のドライヤーかけ、
ベッドメイキングのお手伝い、 
②レクリエーション（朗読、手遊び、
歌、化粧、話し相手、行事の準備な
ど）のお手伝い 
【日時】①②週１回から都合の良い
曜日・時間で応相談 
【場所】三鷹ロイヤルの丘（新川５
－６－２４） 
【備考】交通費支給。 

 高齢者世帯へのお弁当の配達 
【内容】お弁当を作っている下連雀
４丁目から市内高齢者世帯へ夕食の
配達 
【日時】火～土曜日 午後３時～ 
４時 
【場所】みたかの家（下連雀４ー５
－１９）から市内 
【備考】交通費支給。 

 みたかボランティアセンターの
広報誌の配達 

【内容】みたかボランティアセンター
の広報誌の配達 
【日時】毎月２０日頃～月末の都合の
良い時間 
【場所】 
 上連雀４・５丁目（約３０件）  
【備考】お散歩しながら自分 
のペースでボランティア 
したい方におススメです！ 


