
※８月と２月はお休みです。
※１１月は福祉バザーと同時開催のため、会場・開催
時間ともに変更となる可能性があります。

≪出店の際の注意事項≫

①出店の申込みは開催日の３週間前の月曜日から
ボランティアセンターに電話で申し込みをして
ください。

②１区画につき協賛金５００円、申込１件につき
２区画(１，０００円)まで、全体で２０区画ま
で申込み可能です。

③車での来場は物品の搬入のみです。搬入を終え
たら速やかに移動してください。市役所の駐車
場は有料でのご利用になります。

④自転車での搬入は、搬入後速やかに市役所内駐
輪場に自転車を移動してください。

⑤受付は午前９時３０分より開始です。
ふろしき市開催は午前１０時～午後１時となり
ます。片づけや物品の搬出は午後１２時３０分
以降にお願いします。

⑥食料品は出品できません。
※天候により中止の場合は、参加者に直接連絡が
あります。前日雨で会場の足元が濡れている
場合も中止する可能性があります。

4月25日（土） ふろしき市 午前１０時～午後１時 （市議場棟下）

4月25日（土）世話人会 午前１０時～午後2時 （ボランティアセンター２階）
代表者会議 午後２時～４時 （ボランティアセンター２階）

ボランティア連絡協議会からのお知らせ

ふろしき市は、ボランティアセンターの登録団体であるボランティアグループで構成されている
“ボランティア連絡協議会”が主催しているフリーマーケットです。皆さんふるってご参加ください♪

この機関紙は、三鷹市内の方々には 宛名シール貼りボ
ランティア、配達ボランティアさん（募集中！）のご協力によ
りお届けしています。いつもありがとうございます。

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

開催日時
（場所：三鷹市役所議場棟下）

４月２５日（土） 午前１０時～午後１時

５月２３日（土） 午前１０時～午後１時

６月２７日（土） 午前１０時～午後１時

７月２５日（土） 午前１０時～午後１時

９月２６日（土） 午前１０時～午後１時

１０月１７日（土） 午前１０時～午後１時

１１月２９日（日） 午前１０時～午後２時

１２月１９日（土） 午前１０時～午後１時

１月２３日（土） 午前１０時～午後１時

３月２７日（土） 午前１０時～午後１時

No.366 2020.3.20

先月号より引き続き以下の物品を募集しております。

ご寄贈いただ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。

使用済み切手・ベルマーク・書き損じはがき・物品寄付
寄 付 者 名 簿

※敬称略・順不同（２０１９年１月～１２月）

～みなさまからご寄付いただいた切手は換金してボランティア基金に積み立てました～

➢使用済み切手
◇事業所・団体・企業
上二親交クラブ 牟礼笑楽会 四ツ葉ときわクラブ 堀合友の会 大沢福寿会
三鷹市老人クラブ連合会 三鷹駅前市政窓口 三鷹台市政窓口 東部市政窓口 教育委員会総務課
高齢者支援課 障がい者支援課 子ども育成課 保険課 建築指導課 市民課 地域福祉課
健康推進課 三鷹市役所受付 まちづくり三鷹 大沢コミュニティ・センター
新川中原コミュニティ・センター 駅前立寄りサロン 新中立寄りサロン 連雀立寄りサロン
元気創造プラザ 三鷹市シルバー人材センター 三鷹市職員労働組合 花と緑のまち三鷹創造協会
東京三鷹ライオンズクラブ ういろうの会 ほのぼのネット牟礼第一班 しらゆり会 ピアおおさわ
三鷹中央リハケアセンター みんなの家 巣立ち会 おむすび倶楽部 三鷹市赤十字奉仕団
連雀地域包括支援センター 三鷹商工会女性部 市立第一中学校 市立第二中学校
自治労東京都本部 セコム㈱ＴＥセンター 大国自動車交通㈱
日本ケンタッキーフライドチキン㈱広報部 加藤電機商会 評判堂 宮本運送㈱ ㈱明健社
下田労務管理事務所 三鷹トリム体操クラブ 三鷹上連雀郵便局

◇個人
安達真弓 新井一枝 石井鏡子 石井民子 石橋 伊藤邦子 伊藤房江 稲留芙美子 岩村 江嶋
大石静枝 大竹 大塚文代 大牧 尾形邦子 岡本典子 小川貴美 尾崎幸子 片岡 川口明子
菊池百合子 栗原篤子 計良均 小林ミサ子 齊藤三枝 佐伯友 佐々みち子 佐藤妙子 柴倉周子
柴崎 島田二三子 宿輪てつ子 菅谷百々代 鈴木 鈴木教子 関戸考一・初枝 高橋恵美子
竹内 張みや子 寺島令子 長島壽 中根 西尾八重 張村節子 春原正恵 藤城 船橋 本郷浩之
松村美恵子 光本洋子 宮田孝江 向井百重 森田ミヤ子 矢田好子 保田裕子 山浦倫子
山﨑慎子 山根正彦 横佩明子 吉井昭子 和田成子 匿名64件

使用済み切手合計 ３２ｋｇ

➢書き損じはがき
田中江里奈 新中立寄りサロン 高橋恵美子 阿納英子 電話訪問員
新川中原コミュニティ・センター 東京三鷹ライオンズクラブ 張村節子 匿名2件

➢ベルマーク
ウェルビー三鷹センター 新中立寄りサロン 安孫子明子 佐々みち子
セコム㈱ＳＣ・ＴＣセンター 東京三鷹ライオンズクラブ 服部律子 光本洋子 宮田 匿名1件

➢物品寄付（敬称略・順不同）
浅井清子 石井智子 石田誠 市川優 岩佐洋子 永島いつ子 岡本ウメ子 鬼塚京子 金井美智子
川口明子 菅野文子 菊田美智子 近郷直 小林京子 桜井宇多子 笹井憲子 塩川雅子
島田二三子 清水 眞貝千暁 杉田陽子 糟井峯子 高橋恵美子 竹内 田中 田邉享子 田村栄子
粒良園枝 寺島令子 土橋富子 富田静江 豊島幸子 中根 永山瑞恵 西村 橋本静代 原田
春原正恵 ピアおおさわ 深津はる子 藤井ことえ 古神子 正木安喜子 宮川美津子 宮崎博司
矢口 山崎晃代 吉田昌弘 匿名7件

ありがとうございました！



地域レポート
NO.４２

営業日 毎週金曜日 午前１１時～午後４時

会 場
新川中原コミュニティ・センター
地下1階 地域交流室（新川１－１１－１）

地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。

第４２号は「 」です!

新川・中原地区
担当の真坂・小池が
ご案内します！

「しんなかふれあいカフェ」は、昨年から住民協議会委員と近隣の人たちがボランティ
アで始めました。美味しいコーヒーと手作りのシフォンケーキをメインにビールや日替り
昼食も用意してます。
地域のみんなが集える場として運営していますので“ふらり”とお立ち寄りください！

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まで

高齢者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）

➢ うたごえ喫茶のボランティア
【内容】うたごえ喫茶でカラオケ機器
操作のお手伝い
【日時】毎月第２月曜日 午後２時～
４時
【場所】そんぽの家三鷹中原（中原３
－１－１７）

➢ 雀文庫みたかのお手伝い
【内容】①本の整理②本の返却の確認と
メール対応③蔵書や運営について一緒に
考えてもらえる方
【日時】木曜日以外の正午～午後８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階スズメベース内）
【備考】席に限りがあるため、①は立ち
寄ってくれる方、②は来訪日時の連絡を
事前にもらえる方、③は本好きで地域活
動に興味があり、夕方以降（時間外も
可）に活動可能な方。まずは見学にきて
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
（下連雀３－２４－３）
【備考】現在大学生４人と高校生１人で
「Find you」という団体を運営してい
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せんか。

➢ 老人保健施設のお手伝い
【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】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。

障がいのある方に関する
ボランティア

➢ 体操のお手伝い
【内容】知覚障がいがある方々の軽体
操やトランポリン時の見守り・声掛け
や道具の準備・片付け
【日時】毎週火曜日 午後５時２０分
～６時３０分
【場所】北野ハピネスセンター
（北野１－９－２９）
【団体】ジャンピングラビットクラブ
【備考】１回1,000円支給。

その他ボランティア

➢ 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）、
上連雀４・６丁目（約１５件）、井口５
丁目（約１５件）、下連雀6丁目（約４
５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！

子どもに関するボランティア

➢ 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、片づけなどのお手伝い
【日時】毎月第４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。

※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、障がいのある
子どもたちの見守り
【日時】４月１６日（木） 午後２時
３０分～４時３０分前後（時間変更
有）
【場所】三鷹市立第六小学校
（下連雀６－１３－１）
【備考】上履き（かかとがある物）

➢ 学習支援ボランティア
【内容】子どもたちに勉強を教えるお
手伝い
【日時】毎週火曜日 午後６時～９時
【場所】連雀コミュニティ・センター
（下連雀７－１５－４）
【団体】アリスみたか

【備考】三鷹市在住の学生大歓迎！
見学も可。交通費支給。子どもたち
の年齢層は小学４年生～
高校３年生。

４月

➢ NEW！高齢者電話訪問
【内容】概ね６５歳以上で昼間ひとりで
お過ごしの方に電話をかけて安否確認や
お話をする
【日時】①月・水・金曜日 午前１０時
～正午②月・金曜日 午後２時～４時の
都合の良い日。毎週でなくとも可。
【場所】みたかボランティアセンター
【備考】まずは定例会と活動の見学にき
てください。

➢ 給食ボランティア
【内容】高齢者に手作りの食事を調理・
配達するボランティア
【団体】①井の頭ふれあい給食すみれの
会②あかねボランティアグループ③パン
プキンの会④新川中原老人給食グループ
⑤赤とんぼ給食ボランティア
【日時】①火・金曜日（夕食）
②火・土曜日（夕食）③火・金曜日（夕
食）④火曜日（夕食）⑤月・金曜日（夕
食）、水曜日（昼食）
【場所】①井の頭地区公会堂（井の頭５
－１０－２４）②井の頭コミュニティ・
センター（井の頭２－３２－３０）③井
口コミュニティ・センター（井口１－１
３－３２）④新川中原コミュニティ・セ
ンター（新川１－１１－１）⑤月・金曜
日 連雀コミュニティ・センター（下連
雀７－１５－４） 水曜日 井の頭コ
ミュニティ・センター（機能訓練）
備考：「週１回だけ」「配達だけ」でも
参加可能。見学もできます！

➢ 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）

■第１回：4月4日（土） 午後１時～午後５時

■第２回：5月2日（土） 午後１時～午後５時

■第３回：6月7日（日） 午後１時～午後５時

会場：武蔵野プレイス（JR武蔵境駅南口すぐ）１Fギャラリー

＊ 年齢にかかわらず、どなたでもご相談いただけます。
＊ 事前に時間等の予約をご希望される方は下記にご連絡ください。

■お問い合わせ先
社会福祉法人巣立ち会 (担当 田尾・大竹・高田)
℡ ０４２－４２６－８０９９ fax ０４２－４４４－３５２５
mail repose@sudachikai.eco.to

社会福祉法人 巣立ち会
ひきこもり無料なんでも相談会

武蔵野・三鷹・調布地域で長年、精神的な不調や生きにくさを感じている
方々の社会的な居場所づくりの活動をしてまいりました、巣立ち会の田尾
有樹子（理事長）と、巣立ち会の訪問心理士が、ひざを交えてお話しでき
る機会を設けます。どんなご相談でもお受けしますので、どうぞお越しく
ださい。

令和２年度のボランティア保険の受付を行っています。活動
を継続する際はボランティアセンターにて加入手続きをお願
いします！ (年額３００円～)


