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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。

平成３１年度 ふろしき市開催日程

《出店の際の注意事項》
①出店の申込は開催日の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、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
駐車場は利用できません。
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9時半より開始です。ふろしき市開催
は10時～13時となります。片づけや物品の搬
出は12時半以降にお願いします。
⑥食料品は出店できません。 ※8月と2月はお休みとなります。

※11月は福祉バザーと同時開催のため会場・時
間共に変更となる可能性がございます。

開催日時
（場所：三鷹市役所議場等下）

4月27日（土）10時～13時

5月25日（土）10時～13時

6月22日（土）10時～13時

7月27日（土）10時～13時

9月28日（土）10時～13時

10月26日（土）10時～13時

11月17日（日）10時～14時

12月21日（土）10時～13時

1月25日（土）10時～13時

3月28日（土）10時～13時

ボランティア連絡協議会からのお知らせ
4月27日（土）
・ふろしき市 10時～13時（市議場棟下）
・世話人会 10時～12時半（ボランティアセンター２階）
・第1回代表者会議 14時～16時 （ボランティアセンター２階）



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

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

先月号でご寄贈をお願いしたところ、毛糸、さらし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。

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23、24日の両日9時～、福祉有償運送運転者講習会を
行います。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 検索は
こちらから

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

その他ボランティア

 雀文庫みたかで開館・閉館準備の
お手伝い

【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13～13時半、閉館準備は17時半～
18時
※週1回より、できる時間だけでも可
【場所】下連雀３ー２８ー２０ １階
みたかスペースあい にぎわいコー
ナーＡ
【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。

２：「NPO法人日本人間関係心理士
協会」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？

乳幼児から小学生までの子どもを持
つ母親が、月に２回 火曜日午前中
に集まり、育児上の情報交換や問題
解決の話合い、またミニ公開母親講
座など開いています。

市主催の子育て講座を終了したメン
バーが自主勉強会を始めたのがきっ
かけで、現在７年目に入っています。
現在登録メンバーは１０数名で活動
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「NPO法人日本人間関
係心理士協会」の魅力はなんです
か？

月２回の会合の場所取りやメンバー
の子どもの急病などで欠席せざるを
得ないことがあるのが大変です。特
に事前に会場へ行って部屋の予約を
するのが子連れで大変です。

子どもをしっかり育てたいという母
親の熱心さと新しいことを学びたい
向上心、それとメンバーとの楽しい
交流だと思います。

３０代を中心に、元気で明るく
前向きなメンバーが多いこと
です。親自身の成長を目指し
ている人が多いのも魅力です。

・・・ありがとうございました！

お互いの情報交換やアドバイスなど
が子育てに役立ったことや子どもの
日々の成長が見られること、また
勉強会で新しい知識が得られること
が楽しいです。

問合せ：山田 博夫 ☎0422-57-6547 jahrp-micenter@jcom.zaq.ne.jp

今回はNPO法人日本人間関係心理士協会さん

１：「NPO法人日本人間関係心理士協
会」ではどのような活動をしている
のですか？

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（平成30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（１７．５ｋｇ）
（事業所・団体・企業）
三鷹台市政窓口 市保険課 市納税課 市子ども育成課 市高齢者支援課 市障がい者支援課
権利擁護センターみたか 市ゴミ対策課 一小学童Ａ保護者 第二中学校 井口コミュニティ・センター
ルーテル学院大学 牟礼コミュニティ・センター 中原小学童Ａ 大沢コミュニティ・センター 高山小学童Ａ
まちづくり三鷹 連雀地域包括支援センター 井口小学校 三多摩平和運動センター 大沢台小学童
セコム㈱ＳＣ・ＴＥセンター 桜栄会恵比寿苑 上連雀郵便局 三鷹中央リハケアセンター
新川天神前クリニック 東京三鷹ライオンズクラブ 志賀興業 三鷹紫水苑 家’Ｓプランニング
上二親交クラブ 牟礼笑楽会 四ツ葉ときわクラブ 深明会 堀合友の会 福寿会 三鷹市老人クラブ連合会
連雀立寄りサロン 駅前立寄りサロン 新中立寄りサロン いきいきコーラス さわやか・ゆめ体操
ほのぼのネットコスモス班 三鷹市の福祉をすすめる女性の会 三鷹商工会 ヒューマンループ人の輪
三鷹商工会女性部 戦争をさせない1000人委員会 上連雀一丁目町会 どんぐり山 朝陽学園 井之頭町会
三鷹市体育協会 元気創造プラザ 三鷹トリム体操クラブ

（個人）
浅見忍 大石文俊 大滝 浅見和子 江嶋 石井春子 尾﨑幸子 井出悟 浅野克彦 岡村礼子 栗原勇
駒林矩子 黒岩瑛子 菊池百合子 酒井 宍戸喜代子 柴倉周子 向坂 サカベヒロシ 真貝千暁 曽田やい子
粒良園枝 竹川 寺島令子 高橋洋 寺門都子 野沢規子 中村三男 野中進 長島壽 藤城浩三 平田
廣瀬栄三 光本洋子 諸岡 ムギタニ 峯岸博 山﨑誠一 米田孝也 横佩明子 佐々みち子 鈴木 山下真紀
張村節子 伊藤 佐久間 島田二三子 川口明子 春原まさえ 大塚文代 池田 柴﨑 武蔵賢明 小林ミサ子
栗原 秋田 近藤昭子 鬼沢 高橋恵美子 島野雅子 今村 石井民子 匿名28件
➢書き損じはがき
東京三鷹ライオンズクラブ 田中江里奈 新中立寄りサロン 春原まきえ 張村節子 秋田 匿名
➢ベルマーク
セコム㈱ＳＣ・ＴＥセンター 三鷹市の福祉をすすめる女性の会 新中立寄りサロン 倉橋澄江 菊池百合子
高橋恵美子 近藤昭子 匿名２件
➢物品寄付
野中進 村上礼子 小嶋清子 平野駿 サカベヒロシ ペレの会 肥後野 渡部登茂子 北尾敦子 塩川雅子
安達眞弓 及川祥子 佐藤信子 田上 柴﨑春雄 駒林矩子 堀内昭子 宮沢寿子 金井美智子
セコム㈱ＴＥセンター 粒良功一 遠藤美年子 るま・ばぐーす 平井美子 岡利郎 池田和子 加藤光子
江沢圭子 新井一枝 斉藤俊子 高橋恵美子 樋口洋子 岩佐洋子 笠原 春原まさえ 早坂みどり 中村
石井 森田ケイコ 古神子 水野 大塚 匿名２件

ありがとうございました！

 老人ホームで習字を教える
【内容】老人ホームで１０名前後の
利用者に習字を教える
【日時】月、火、金曜日のいずれか
で応相談 13時半～15時
【場所】牟礼１丁目
【備考】女性希望。ボランティア中
は職員の補助あり。材料は施設が準
備します。

 デイサービスで囲碁、将棋、
編物を一緒にしてくれる方

【内容】デイサービスで囲碁、将棋、
編物を一緒にしてくれる方
【日時】応相談（月１回でも可）
10時半～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。

 デイサービスで麻雀、囲碁、
将棋の相手

【内容】デイサービスで麻雀、囲碁、
将棋の相手
【日時】応相談（麻雀は月・水・金
曜日、囲碁・将棋は火・木曜日）
午後13時半～16時
場所：北野1丁目
備考：交通費有。3月1日にオープン
したデイサービスです。

 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 13時半～15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。

 ※急募 バス停「上連雀８丁目」
から学校に登校するまでの付添い

【内容】特別支援学校に通う女子生
徒の、バス停から学校までの区間の
付添い（バスに乗車し、学校へ到着
するまで見守る）
【日時】月～金曜日 7時40分～8時
半ほど ※４月から開始。週１回よ
り可。
【場所】バス停「上連雀8丁目」～
（バス乗車）～バス停「朝日町三丁
目」～徒歩～けやきの森学園（府中
市朝日町3丁目）の区間
【備考】交通費、ボランティア中の
バス代は依頼者が負担。女性（でき
れば近所の方）、70歳ぐらいまで、
丁寧に接し、衛生状態に気を配って
くれる方を希望。ご家族と面談あり。
初めの2、3回は職員・家族も同行し
ます。

 ※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 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。最初はグループホーム職員も
同行します。

 ※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 18時～20時
【場所】連雀コミュ二ティ・センター
（下連雀7ー15ー4）

 『しんなかふれあいカフェ（仮
称）』ボランティア募集！！

新川中原コミュニティセンターの喫茶
室を活用し、誰でも立ち寄れる「地域
交流室しんなかふれあいカフ（仮
称）」の立ち上げ、運営をするスタッ
フ（ボランティア）を募集します。
＜申込・問い合わせ先＞
新川中原住民協議会事務局
（担当：浜）0422ｰ49ｰ6568

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～)




