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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（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。 

フードバンクみたか 

３月２３日（土）  
ふろしき市 午前１０時～午後１時（三鷹市役所議場棟下） 

世話人会            午後１時～２時（みたかボランティアセンター） 

代表者会議  午後２時～４時（みたかボランティアセンター） 

【１回のみの参加も可能】 会場：三鷹ネットワーク大学（下連雀３－２４－３） 

 平成３１年度ボランティア保険・行事保険の申込みを 
３月１８日（月）より受け付けます。活動予定がある方は、 
忘れずに加入手続きをお願いします。 
 

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

～これからの１０年。どう過ごしますか。～ 
男性向けボランティア養成講座 

開 催 日 時 内 容 

２月２８日（木） 
午後１時３０分～ 

なぜ今地域とつながるのか、自分と地域のために出来るこ
とを考えよう。実践者の思い 

３月７日（木） 
午後１時３０分～ 

パラリンピック種目のボッチャで自分の地域を活性化！地
域作りをはじめてみよう（ボッチャサポーター養成講座） 

３月１４日（木）
午後１時３０分～ 

これからの自分の為の名刺づくり～自分の魅力再発見！人
生の選択技を広げよう～（名刺作成ワークショップ） 

毎回CCM（コーヒーサーブボランティア）によるコーヒーの提供（1杯１００円）と活動紹介を休憩時間に
行います。また終了後懇親会を予定しています。お時間がありましたらご参加下さい。 

【共催】NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

団体名               活動内容  ／ 日時  【主な活動場所】 

赤とんぼ給食ボランティ
ア 

①ふれあい給食（夕食のお弁当調理、配食）／月・金曜日 午後１時～４時半頃【連雀ＣＣ】 
②井の頭ＣＣ主催機能訓練時の昼食調理／水曜日 午前１０時～午後２時半【井の頭ＣＣ】 

生きがいクラブむさしの 

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 
①カーリンコン友の会／第２、４木曜日 午後１時半～【主に★】 
②みんなの輪投げ／第２、４月曜日 午後１時半～【主に★】  
③その他（マイノート講座、リコーダー）／随時【★、三鷹市市民協働センター、各介護施設等】 

手話サークル鷹の会 
手話学習及び聴覚障がい者との交流／ 
月曜会：月曜日 午後１時半～３時半【★】   火曜会：火曜日 午前１０時～正午【★】 
金曜会：金曜日 午後７時～９時【元気創造プラザ】 

ＮＰＯ法人 
鷹ロコ・ネットワーク大楽 

①ユーモアスピーチの会「みたかしゃべり場」／第２月曜日 午後６時半～８時 
【三鷹産業プラザ３階】 
②脳活性化ゲーム／第３土曜日 午後１時半～【三鷹産業プラザ３階】 
③キッズ＆シニアチアダンス／火曜日（シニアチア）午後２時～【駅前ＣＣ】、水曜日（キッズチア）午
後４時～、（シニアチア）午後７時～【連雀ＣＣ】 
④ボッチャ／第４土曜日午後２時～【三鷹産業プラザ３階】 

新川中原老人給食 高齢者へ夕食のお弁当作りと配食／火曜日 午後１時～【新川中原ＣＣ】 

大沢なごみ会給食ボラ
ンティアグループ  
※大沢地区限定で募集 

毎月の会食会、春の日帰り研修会、大沢ＣＣの行事参加／   
第２金曜日 会食会：午前９時半～午後３時  定例会：毎月１回（不定期） 【全て大沢ＣＣ】 

※★はみたかボランティアセンター、 
     ＣＣはコミュニティセンター 

みたかボランティアセンター 電話：０４２２－７６－１２７１ 

   不登校・ひきこもり地域家族会みたか【家族会の開催】   

各回前日までに、氏名、住所、電話、年齢、受講動機をみたかボランティアセンターへご連絡ください 
電話：０４２２－７６－１２７１  ＦＡＸ：０４２２－７６－１２７３  メール： chiiki@mitakashakyo.or.jp 

食品の 
寄贈をお願い 
します！ 

初開催！ 

フードドライブってなに？ 
 

  ご家庭で余っている未開封食料品 
  を持ち寄り、必要としている個人・ 
  団体などに寄付する活動です。 
  
お持ちいただいた未開封食料品は、
「フードバンクみたか」を通じて三鷹
市生活・就労支援窓口または三鷹市社
会福祉協議会が福祉団体・個人などに
提供、活用していただきます。 

どこで受け付けているの？ 
 

３月２日（土）午前１０時～午後２時３０分 
三鷹市公会堂 正面入り口 

 

何を受け付けているの？ 
 

賞味期限が平成31年4月2日以降まで
残っている食品で常温保存が可能なもの 
 

缶詰（肉、魚、野菜、果物など）、 
インスタント食品、レトルト食品、 
乾物（乾麺、海藻など）、嗜好品 
（菓子、コーヒー、お茶など）、 
調味料（食用油、醤油、味噌、 
砂糖など）※お米は受け付けておりません。 

             みたかボランティアセンター   電話 ０４２２－７６－１２７１    mail chiiki@mitakashakyo.or.jp 
       主催：フードバンクみたか 共催：三鷹市社会福祉協議会 後援：三鷹市 協力：三鷹市ボランティア連絡協議会 

【日時】３月２４日（日） 午前１０時～正午  【場所】みたかボランティアセンター会議室 

お茶を飲みながら懇談会形式で家族会を開催し
ます！当事者、ご家族の方お待ちしております。 
 ・事前申込不要 
 ・参加費５００円/人（当事者経験者は無料） 

 

不登校・ひきこもり家族会  
NPO法人楽の会リーラ（担当：大橋） 
携帯  ０８０－６５３９－１３０４ 
PC-email jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

第２弾！一緒に活動 
しませんか？ 

(主催)不登校・ひきこもり家族会 NPO法人楽の会リーラ    (共催)三鷹市社会福祉協議会 

※当日は、光のホールで福祉映画会が開催されます。 



 
 

地域レポート
NO.３０ 

  

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３０回は                                 です♪ 

開 催 日 毎月第１日曜日・第３金曜日 

会 場 中原１丁目地区公会堂（中原１－２６－１５） 

参 加 費 月１００円（半年分をまとめて集金） 

申 込 ・ 
問 合 せ 

事務局 田邉さん 
（電話 ０９０－５２１９－５２４５）、または 
みたかボランティアセンター真坂・小池まで 

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～) 

    

地域を中心に介護福祉分野に 
おける人材育成のための教育事 
業を行うとともに、広く一般市民 
を対象として、健康維持・増進を 
  目的に笑いや楽しさの居場 
       所づくりをしています。 

      

三鷹を拠点にジェロントロジー 
  による地域活性化を目指して  
 「AgingPlaces：住み慣れた地域で 
    自分らしく老いることができる 
      地域づくり」を実践した事 
            がきっかけです。 

        

求職者支援訓練校として修了 
生が福祉分野で活躍している事 
や、いつも鷹ロコをご支援して頂      
  いている皆様が笑顔で「人と 
     人」「人と社会」のつなが 
         りを実践している 
                事です。 
 

        

 

時代の変化に対応すべき現状 
   維持の継続と共に新たな分野へ 
   の挑戦です。シニア世代の皆様 
    のニーズの変化に対応してい 
     く事や、生きがい・やりがい 
       が多様化している 
          事です。 
 

      

 

鷹ロコのコアバリュー ①スマート 
   に挑戦し、より大きな成功の為に   
   仲間と協力する。 ②奉仕する事 
   を喜びとし、互いに認め合う環境 
     を皆でつくる。③力を最大限に 
        発揮する。以上が原動力 
        となっています。 
           

理事からボランティアまで全 
  てのスタッフが、社会により大き 
  な貢献ができる居場所と仕組み 
    をつくるよう常に努力し、皆が 
    わくわくする人材活性化事業 
      を通じて、三鷹の課題を解 
        決する事が魅力です。 

 先月号でご寄贈をお願いしたところ、さらし、鍵盤ハーモニカ、毛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。 

 中原１丁目地区公会堂で「健康麻雀すずめの会」が活動しています。 
みんなで教え合いながら楽しく活動しているので、初めての方でも気軽に 
参加していただけます。また、麻雀だけでなく、お茶を飲んだりお菓子をつま 
んだりしながら、参加者同士でおしゃべりも楽しんでいます。 
 この機会に、ぜひ麻雀を始めてみませんか？どなたでも、参加をお待ちしております！ 
 

三鷹産業プラザにて、脳活性化ゲーム、ユーモアスピーチの会「みたかしゃべり場」、キッズ＆シニアチアリー
ディングなど幅広く活動中！問合せは今井輝己（☎０９０-４８４９-２４００）までお気軽にどうぞ♪ 

 ご高齢や障がいのある方の外出をお手伝いする福祉車輌を運転するボランティアが不足して
います。ご都合のつく時だけでもOK！３月３日（日）の午前１０時～１１時、ボランティア
説明会を行いますので、お気軽にご相談・ご連絡下さい。 

電話：0422-41-0185（平日 午前９時～午後５時） HP：『みたかハンディキャブ』で検索 

 

今回は  
     

                                     さん 

検索は 
こちらから 

高齢者に関するボランティア 

デイサービスで囲碁の相手 
【内容】デイサービスで囲碁を教え
てくれる方【日時】週１回～月２、３
回程度 午前１０時３０分～正午 
【場所】新川３丁目【備考】４月１日
にオープンするデイサービスです。 
 

囲碁の相手 
【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 
【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 
 

有料老人ホームで俳句を教えて 
くださる方 
【内容】有料老人ホームで初心者向
けに俳句を教えて頂ける方【日時】
月１回程度。日時応相談。【場所】
野崎３丁目【備考】交通費支給。俳
句教室で先生をされていた方、一緒
に俳句を楽しみたい方、お待ちして
おります。 
 
 

 

デイサービスセンターでのお手伝い
【内容】①昼食準備のお手伝い ②

入浴後のお茶出しやトイレまでのご
案内のお手伝い【日時】月～金曜日
で週１回でも可。午前１０時１５分～
１２時３０分。【場所】井口２丁目【備
考】交通費支給。利用者さんとコミュ
ニケ―ションを取る場面もあります。

ボランティア当日はエプロン、かか
とのある上履きをご持参ください。 
 

障がいのある方に関する  

ボランティア  

【急募】六小ふじみ学級で子どもの
見守り 
【内容】保護者会の間の、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） 
 

防災団体やろうよ！こどもぼうさい 
【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♪ 
 

【急募】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】小・中・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） 

 
 

【急募】グループホームからバス停ま
での付添い 
【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。 
 

三鷹市障がい者相談支援センター
（レクリエーションを通じた交流） 
【内容】障がいのある方とレクリエー
ションを通した交流の手伝い【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） 

子どもに関するボランティア  

その他ボランティア  

【急募】みたか防災マルシェ 
【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 
【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♪ 

新川・中原地区 
担当の真坂・小池が 
ご案内します！                              


