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※２０１9年１２月２９日(日)～２０１９年１月３日(金) 
  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。 

20２０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 
ご厚情をいただき、誠に有難うございました。 
本年も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） 
 ２０２０年１月１６日・２３日・３０日、 
                  ２月６日・１３日・２０日・２７日（木）  
                午前１０時～午後４時３０分 

■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 

■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。 
    原則全７回すべて出席できる方。 

■費用 無料 ■定員 １０名 

■申込・問合せ 
  NPO法人子育てコンビニ（佐藤）  
  ℡  ０４２２－４１－７０２１  
    Mail  h-start@kosodate.or.jp 

『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。 

  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 

ホームスタート家庭訪問型子育てボランティア 
（ホームビジター）養成講座 

ホームスタートって？ 
 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。 

親子の居場所づくり講座 
～自分たちのサロンをつくってみよう！～ 

日時：２０２０年１月１６日（木） 午前１０時～正午 
場所：東多世代交流センター（牟礼２－１３－１９） 
対象：乳幼児の子をもつ保護者の方で自分たちのコミュニティサロン・カフェ等を 
    つくりたい方や活動に関心のある方 
費用：無料 
定員：１０組（事前申し込み/お申込み多数の場合抽選） 
申込・問合せ：みたかボランティアセンター ℡  ０４２２－７６－１２７１ 

乳幼児の子をもつ 
ママ・パパのための 

保育あり 

日 時：２０２０年1月31日、2月14日、28日、3月13日（金） 
    （全4回）午後7時～8時 
会 場：上連雀地区公会堂（上連雀７－８－３５） 
対 象：50歳以上の三鷹市在住・在勤・在活動の方 
    基本全回出席できる方 
定 員：15名（先着順） 
参加費：500円/1回（当日お持ちください） 
申込・問合せ：みたかボランティアセンター  
       ℡   ０４２２－７６－１２７１   
         Mail chiiki@mitakashakyo.or.jp 
 

                  氏名、年齢、住所、電話番号を添えてお申し込みください。 

 先月号でご寄贈をお願いしたところ、刺繍糸、アクリル毛糸、かぎ針セット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。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）までご連絡ください。 

被害を受けた地域の社協が運営している災害ボランティ
アセンターの支援のため、職員を派遣しました。 
派遣先ではボランティアニーズ 
調査やボランティアの作業内容 
の現地調査のため床下確認や 
訪問調査等を行いました。 
 

栃木県佐野市 
 １1月19日（火）～23日（土） 
 

被災地では、現在も災害ボランティアセンターでボラン
ティアの受付を行っています。詳細は、みたか社協ホー
ムページでご確認ください。 
 

HP http://www.mitakashakyo.or.jp/ 

日   時：２０２０年１月２４日、２月７日、２月２１日、 
       ３月６日、３月１３日（金） 全５回＋現場訪問 
       午後２時～４時３０分（情報交換 ４時３０分～５時) 
 

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 
 

講   師：ＮＰＯ法人れんげ舎 長田英史氏 
 

定   員：３０名（申込多数の場合は抽選） 
           保育あり（事前申込制） 
 

対   象：三鷹市内在住・在勤・在活動者で、居場所づくりに 
       関心のある方 
 

申込・問合せ：みたかボランティアセンター 
          ℡      ０４２２－７６－１２７１ 
           FAX     ０４２２－７６－１２７３ 
          Ｍａｉｌ    chiiki@mitakashakyo.or.jp 
 １２月１６日（月）～２０２０年１月１５日（水）に、 
電話・ＦＡＸ・ メールにて、①名前②年齢③住所④電話・ 
ＦＡＸ番号⑤メールアドレス⑥保育の有無及びお子さんの 
年齢⑦居場所づくりについての質問等お伝えください。 
 

健康・会話・食で 
つながる場づくり講座〈入門編〉 

 

地域に欲しい「場」をつくろう 

ふろしき市 
午前１０時～午後１時 

場所：三鷹市役所議場棟下 
 

三鷹市ボランティア連絡協議会 
３０周年記念のつどい    

午後１２時３０分開場 午後１時～４時 
場所：元気創造プラザ4階  

保育あり 

当日の参加可能！ 

２０２０年１月２５日（土） ２０２０年１月１８日（土） 

   世話人会 
 午後１時～２時 
 場所：ボランティアセンター 
 

  ３０周年実行委員会 
 午後２時～４時 
 場所：ボランティアセンター 

ふろしき市 
午前１０時～午後１時 

場所：三鷹市役所議場棟下 
 

三鷹市ボランティア連絡協議会 
３０周年記念のつどい    

参加費（チケット）：３００円（資料代） 
チケットはボランティアセンターでお求めください 

湯浅誠さん 講演  「支えあう地域― 子ども食堂から」  
「三鷹市ボランティア連絡協議会３０年の歩み」 ほか 

午後１２時３０分開場 午後１時～４時 

場所：元気創造プラザ4階  

https://2.bp.blogspot.com/-b8yU1D-EqCw/UylAeGE9tRI/AAAAAAAAeVA/pVv42KwYU8w/s800/takidashi.png
mailto:chiiki@mitakashakyo.or.jp


 
 

地域レポート
NO.３９ 

  

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３９回は 「ハッピー体操」 です♪ 

東部地区担当の 
吉田が 

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 毎週土曜日 午前１０時３０分～正午 

会 場 北野ハピネスセンター ３階多目的室（北野１－９－２９） 

参 加 費 ４，０００円/月 

持 ち 物 運動ができる室内用靴、タオル、飲み物 

申 込 ・ 
問 合 せ 

みたかボランティアセンター ℡ ０４２２－７６－１２７１ 

 
 

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 

登録・協力ボランティアグループ メンバー募集中！ 

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 

団体名 活動日時 主な活動場所 活動内容 

赤とんぼ給食ボランティ
ア 

①連雀赤とんぼ：毎週月・金曜日  
午後１時～午後４時頃 
②井の頭赤とんぼ：毎週水曜日  
午前１０時～午後３時頃 

①連雀コミュニティ・センター 
②井の頭コミュニティ・センター 

①ふれあい給食（夕食のお弁当調理、配
食） 
②井の頭機能訓練時昼食調理 

生きがいクラブむさしの ①カーリンコン友の会：第２、４木曜日  
午後１時３０分～ 
②みんなの輪投げ：第２、４月曜日  
午後１時３０分～  
③その他随時 

みたかボランティアセンター、三鷹
市市民協働センター、各介護施設、
その他 

カーリンコンや輪投げ等の楽しい軽スポー
ツに加え、マイノート講座、リコーダー演奏
等 

NPO法人アビリティクラブ
たすけあい（ACT) 
みたかたすけあいワー
カーズこもれび 

月～金曜日 午前９時～午後５時 
土曜日 午後１時～午後５時 
日曜・祝日・年末年始はお休み 

こもれび事務所、みたかボランティ
アセンター 
 

生活の支援を必要とする人々に対し、保
育・家事・介助・介護等の支援、介護予防
等の活動 

NPO法人 Human Loop・人
の輪 

日・月曜日除く 午前１０時～午後５時 みたかの家 グループリビングの運営、高齢者への夕食
提供と見守り、市民活動グループへの活
動場所及び地域交流の場の提供 

たんぽぽの会 第１木曜日 午前１０時～午後３時 
（ただし、８月はお休み） 

牟礼コミュニティ・センター ７１歳以上のひとり暮らしの方および昼間ひ
とりになる方を対象にした昼食会 

みたか・認知症家族支援
の会 

①サロン：第３木曜日 
②オレンジカフェ：第１・４水曜日、第４木曜日 

①みたかボランティアセンター 
②みたか・みんなの広場、スペース
あい、東郷医院 

認知症の方および高齢者を介護している
家族のための無料電話相談、認知症サロ
ン・カフェ、認知症基礎講座を開催 

アクアマルシェ SUBARU総合スポーツセンター開館日 SUBARU総合スポーツセンターなど 障がい者水泳、パラアーティスティックスイ
ミング、各種記録会への参加、指導員向け
研修会等の普及 

NPO法人 なかよし会 ①なかよし教室：日・祝休み 
②すきっぷ：土・日・祝休み 
③日向ケアサービス ：通年 
④結い：土・日・祝休み 

三鷹市内 心身に障がいのある方への暮らしをサポー
ト 

NPO法人 みたかハンディ
キャブ 

通年：原則午前９時～午後５時 
運行は利用者の希望による 
その他、報告会、各種イベントあり 

発着地のいずれかが三鷹市である
区間 

障がい者・歩行困難な高齢者の外出支援 

てのひらの会 毎週木曜日 午前１１時～午後３時 みたかボランティアセンター 布絵本作り 

問合せ：みたかボランティアセンター ℡ ０４２２－７６－１２７１ 
一緒に活動しませんか？参加希望者はボランティア
センターまでご連絡をお待ちしています。 

募集に関する問合せは☟ 
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 

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 

 老人保健施設のお手伝い 
【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） 
 老人保健施設のお手伝い 
【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回から都合の良い月
～金曜日・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】配達時１食分お弁当支給。 

 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。 

 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。 

 ＮＥＷ！雀文庫みたかのお手伝い 
【内容】①ちょっとした時間や、駅
前を通るタイミングがある方に少し
雀文庫みたかに寄ってもらい、本棚
整理・本棚番のお手伝い、②返却期
限の確認や本について一緒に考えて
くれて長く雀文庫みたかと関わるこ
とが出来る方 
【日時】木曜日以外の正午～午後９
時までの都合の良い時間 
【場所】まちライブラリー＠雀文庫
みたか（下連雀３－２８－２３三鷹
センター１階） 
【備考】①毎回決まった日時に作業
がないため、時間のある時に作業が
あればお手伝い。夕方ごろのお買物
後やお仕事帰り、一人で夜ご飯を食
べている方等歓迎！雀文庫みたかで
ご飯を食べながらのお手伝いも可能。
②本好き、人好きな人歓迎！利用さ
れている方は老若男女問わず。気軽
に一度見学にきてください。 

 ＮＥＷ！多世代交流イベントの
企画・運営のお手伝い 

【内容】地域で好きなコトを持つ人
と人をつなげる体験イベントの企画
と運営 
【日時】第２・４日曜日 午前１０
時～正午（月１回の参加可） 
【場所】三鷹ネットワーク大学推進
機構（下連雀３－２４－３） 
【備考】現在大学生４人と高校生 
１人で運営しています。男女年齢不
問。老若男女が集まれる場を一緒に
目指しましょう。 

 みたかボランティアセンターの 
  広報誌「ミニミニ広場」の配達 
【内容】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）、井口５丁目（約１５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！ 

 ＮＥＷ！デイサービスで将棋の
相手 

【内容】デイサービスの利用者と将
棋の相手 
【日時】月・火・木・金曜日（都合
の良い日） 午後１時～２時３０分  
【場所】デイサービスゆや 
（井口２－４－３１千代乃湯内） 

 ＮＥＷ！高齢者施設のお手伝い 
【内容】リネン交換のお手伝い 
【日時】月～金曜日 午前９時～午後
３時（都合の良い日時応相談） 
【場所】三鷹中央リハケアセンター
（下連雀９－２－７） 
【備考】交通費支給。 

 地域で活躍してくれるイベント 
 ボランティア 
【内容】三鷹市内の老人ホーム・障が
い施設・保育園や学童、地域の集まり
などで趣味を生かしたボランティア。
手品、体操、踊り、習字など皆さんの
前でお披露目してみませんか。 
【日時】【場所】応相談。 

 特別養護老人ホームのお手伝い 
【内容】①車いす清掃、②リネン交換 
【日時】①すべての曜日 午前１０時
～午後５時の１～２時間。週１回可。
②火・金曜日 午後４時～５時、 
水・土曜日 午前午前１０時～１１時
３０分。週１回から応相談。 
【場所】恵比寿苑 
（牟礼１ー９－２０） 

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 

 老人保健施設のお手伝い 
【内容】利用者のドライヤーかけ、 
整容、飲み物提供 
【日時】水・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） 

 老人保健施設のお手伝い 
【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月～金曜日で週１回か
ら都合の良い時間で応相談 
【場所】三鷹ロイヤルの丘 
（新川５－６－２４） 
【備考】交通費支給。 

 ＮＥＷ！有料老人ホームで麻雀
のボランティア 

【内容】有料老人ホームの利用者と
麻雀の相手 
【日時】曜日要相談 午前１０時 
３０分～１１時３０分または午後 
１時～４時（都合の良い日時） 
【場所】有料老人ホームそんぽの家
三鷹牟礼（牟礼７－１－２） 

 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。 

 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（１２月のみ
第３金曜日） 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。 

 雀文庫みたかのお手伝い 
【内容】①ちょっとした時間や、駅
前を通るタイミングがある方に少し
雀文庫みたかに寄ってもらい、本棚
整理・本棚番のお手伝い 
②返却期限の確認や本について一緒
に考えてくれて長く雀文庫みたかと
関わることが出来る方 
【日時】木曜日以外の正午～午後 
９時までの都合の良い時間 
【場所】まちライブラリー＠雀文庫
みたか（下連雀３－２８－２３三鷹
センター１階） 
【備考】①毎回決まった日時に作業
がないため、時間のある時に作業が
あればお手伝い。夕方ごろのお買物
後やお仕事帰り、一人で夜ご飯を食
べている方等歓迎！雀文庫みたかで
ご飯を食べながらのお手伝いも可能。
②本好き、人好きな人歓迎！利用さ
れている方は老若男女問わず。気軽
に一度見学にきてください。 

 多世代交流イベントの企画・ 
 運営のお手伝い 
【内容】地域で好きなコトを持つ人
と人をつなげる体験イベントの企画
と運営 
【日時】第２・４日曜日 午前１０
時～正午（月１回の参加可） 
【場所】三鷹ネットワーク大学推進
機構（下連雀３－２４－３） 
【備考】現在大学生４人と高校生 
１人で運営しています。男女年齢不
問。老若男女が集まれる場を一緒に
目指しましょう。 

 みたかボランティアセンターの 
  広報誌「ミニミニ広場」の配達 
【内容】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】新川１丁目・中原１・２丁目
（約２０件）、上連雀４・５丁目（約 
３０件）、井口５丁目（約１５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！ 

 デイサービスで将棋の相手 
【内容】デイサービスの利用者と将
棋の相手 
【日時】月・火・木・金曜日（都合
の良い日） 午後１時～２時３０分  
【場所】デイサービスゆや 
（井口２－４－３１千代乃湯内） 

 ＮＥＷ！老人保健施設のお手伝い 
【内容】①リネン交換のお手伝い 
②車イス清掃 
【日時】①月～金曜日 午前９時～ 
午後３時（都合の良い日時応相談） 
②月～金曜日 午前１０時～午後４時
（都合の良い日時応相談） 
【場所】介護老人保健施設 三鷹中央
リハケアセンター 
（下連雀９－２－７） 
【備考】交通費支給。 

 ＮＥＷ！みたか防災マルシェの 
 お手伝い 
【内容】防災の「テーマパーク」をコ
ンセプトとした防災イベントの準備や
片付け、場内誘導、運営のお手伝い 
【日時】２０２０年３月８日（日） 
午前１０時～午後６時 
【場所】三鷹中央通り商店街 
（三鷹駅南口すぐ） 
【備考】ボランティアをしながら防災
を楽しく学びませんか！大学生歓迎。 

 特別養護老人ホームのお手伝い 
【内容】①車イス清掃②リネン交換 
【日時】①すべての曜日 午前１０
時～午後５時の１～２時間。月１回
から応相談。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ー９－２０） 

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～) 

 三鷹市障がい者相談支援センター
（障がい者の余暇活動） 

【内容】障がいのある方の余暇活動
（レクリエーション、お茶会）のお手
伝い 
【日時】毎月第４土曜日 午後１時～
４時 
【場所】ぽっぷ（下連雀４－１５－ 
１８ 下連雀複合施設２階） 

 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。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 毎週土曜日に北野ハピネスセンターで開催しています。“有酸素運動で筋力UP！”をコンセプトに
参加メンバーの誰よりも明るい先生のご指導のもと、非常に和気あいあいとした雰囲気で汗を流し
ています。 
 グループ自体が11月に立ち上がったばかりで、まだまだメンバー大・大・大募集中です！！運動
不足の方・もうワンランク上の強度を求めている方、あなたの目標に合わせた効果を実感できます。
新年は１月11日(土)からスタートします。オリンピックイヤーとなる２０２０年、健康的な汗を流
して運動習慣を身に付けましょう。先生の”ためになる話 “も聞けます。みなさんの参加をお待ち
しています！ 


