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e-mail: chiiki@mitakashakyo.or.jp

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。

ボランティア連絡協議会からのお知らせ
５月２５日（土）
・ふろしき市 10時～13時（市議場棟下）
・世話人会 13時～14時（ボランティアセンター２階）
・第２回代表者会議 14時～16時（ボランティアセンター２階）

今回の福祉映画会では、『湯を沸かすほどの熱い愛』を公会堂にて、午前・
午後の２回上映いたしました。評判の良い映画ということもあり、強風が吹く
なか、昨年より多くの方にご来場いただきました。家族の絆や愛があふれてい
る物語で、心を熱くしてくれるような映画でした。当日、寄せられたアンケー
トでも、「感動した」「切ないがほのぼのした」など、多くの感想や意見をい
ただきました。ありがとうございました。アンケートの意見なども参考にして、
来年度の映画を検討していきたいと考えています。今後とも意見やご協力など
をお願いいたします。

この度の映画会でも、グループや団体の皆さまには、チケットの販売や出店
などにご協力いただいたことを感謝いたします。今後ともグループなど
の活動や交流の一端となるような映画や催し物を、皆さまとともに
考えていきたいと思っております。

ボランティア連絡協議会 代表世話人 押切葉子

第２３回福祉映画会報告

身体障がい者レクリエーション：日帰り旅行の募集

日 時：6月10日（月） ８時半市役所出発・17時半帰着予定

行 先：広い海と空に包まれた極上リゾートでの食事と横須賀軍港巡りクルーズ
定 員：60名 応募者多数の場合は抽選とし、5/24頃結果を郵送します。

※申込みハガキごとの抽選、昨年度落選の方を優先当選とします
対象者：三鷹市民の方で身体障害者手帳をお持ちの方。歩行障害などにより付添いの必要な方は１名ま

で同行できます。
参加費：１人4,000円（付添い人も同額）
申込み：5月20日（月）（必着）までに、往復はがきに「日帰り旅行参加希望」、①氏名、②住所、

③生年月日、④年齢、⑤電話番号、⑥身体障がいの種類・等級・手帳番号、⑦杖などの器具の
使用の有無と種類、⑧車椅子の持込使用の有無、⑨付添い人の有無【有の場合は、付添い人の
名前及び住所・電話番号】を記入し、「〒181-0004 三鷹市新川6-37-1 三鷹中央防災公園元
気創造プラザ3階 三鷹市社会福祉協議会総務係 日帰り旅行担当」まで申し込む。

問合せ：三鷹市社会福祉協議会 総務係 TEL：0422-46-1108

みたフェス Ｗｅｓｔ

人と人のつながりを作る、顔の見える商店街みたいなフェス

日時：４月２７日（土）１０時～１５時 ※入場無料
会場：タツミプランニング三鷹スタジオ（井口３－６－８）

主催：ＣＣＭ（コミュニティ・コーヒー・マスター）『みたフェスＷｅｓｔ』実行委員会
ccoffeem@gmail.com ０５０－３７０８－２７４９（浜）

協力：株式会社タツミプランニング・株式会社ＡＺＵＭＡ・社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会・
三鷹市西部地域包括支援センター

・やきそば（株式会社ＡＺＵＭＡ）

・焼肉ドッグ（ほっけんろう）

・野菜、ジャム、卵、花弁（まちなか農家プロジェクト）

・ソフトドリンク（三鷹市西部地域包括支援センター）

・フードドライブ（三鷹市社会福祉協議会、フードバンクみたか）

・クラフトビール（ｃａｆè Ｈｏｏｏｏｐ）

・ハンドドリップコーヒー（ＣＣＭ）

・クッキー、パウンドケーキ、マフィン（ｗａｔａ焼菓子店）

・パン（いでぱん）
・焼菓子、ピクルス（ＮＰＯ法人子育てコンビニ）

・タピオカドリンク、綿アメ、焼き菓子（ふれあい教室）

・冷たいおやつ（みんなのお勝手にしみたか）

・ハンドドリップ講座（ＣＣＭ）

・おはなしとうたのじかん（絵本いろいろやる十輝）

・ハープ演奏（ハープ☆はーぷ）

・布コラージュ（ＮＰＯ法人子育てコンビニ）

・折り紙／オーナメント（ママデリング）

・箸置きづくり（タツミプランニング）

・地域本販売（文神）

・箸づくり／住宅お困り事相談（ほっけんろう）

・岩本君／ＬＩＶＥ
・スナフキンズ／ＬＩＶＥ演奏
・佐久間さん／歌♪
・Ｍｉｃａｈ（ミカ）／ウクレレ弾き語り

みたフェスＷｅｓｔ
公式ページＯＰＥＮ！

出店するお店や人の紹介をはじめ、みたフェスＷｅｓｔ
に関する情報はこちら！絶賛更新中です。

三鷹きつつき会からのご報告

この度、三鷹きつつき会では「公益財団法人 車両競技公益資金記念財団」の
助成金により、点字プリンターを１台購入いたしました。視覚障がい者の皆さま
への情報提供の幅も広がり重宝しています。

食品の寄贈をお願いします！
※未開封・賞味期限6月末以降・常温保存の食品



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

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

 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。

 老人ホームで習字を教える
【内容】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。

 デイサービスでお手伝い
【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日にオープンしたデイ
サービスです。

 ※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。

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
～)

地域レポート
ＮＯ．３１

地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。

第３１回は です

牟礼5丁目のくまちゃんハウスで毎月1回「Deliciousクマー！」を開催しています。
「みんなでつくる、みんなでたべる」をコンセプトに、各回20名前後の参加者の地域住民
の方々と一緒に夕飯作りをします。0歳からおじいちゃん、おばあちゃんまで幅広い年齢
層の方々に参加していただき、非常に和気あいあいとした雰囲気で
夕食の時間を楽しんでいます。
次回は4月24日(水)で、献立は「中華丼とサンラータン風春雨スープ」
を予定しています！小さな子どもでも楽しめるように工夫しているので、みなさんの参加
お待ちしております！

東部地区担当の吉田が
ご案内します！

次回
開催日

4月24日(水) 16：30～19：30

場所 くまちゃんハウス（牟礼5-12-26）

費用
中学生以上：５００円
３歳以上 ：１００円
３歳未満 ：無料

申込み・問合せ
080-6764-3104または
kurashino.labo@gmail.com（担当：石田さん） みんなで餃子作り♪

活
動
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先月号より引き続き、地域サロンで使用するための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。

前号でご紹介できなかった皆様のお名前を掲載しています。

使用済み切手・物品寄付 寄付者名簿
※敬称略・順不同（平成30年4月～平成31年３月）

～皆様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（個人）】 【物品寄付】

渡辺正雄、清水みゆき、佐藤、峰岸、森田、宮下 増田
ありがとうございました！

日 時:5月24日(金)10:00～15:00
場 所:三鷹市大沢2-2-18
問合せ:0422-26-1507
内 容:自家製餃子、自家製炊き込みごはん、手作りお赤飯などの他、

生ラーメン(スープ付)を販売します。お気軽にご覧ください。

 ＮＥＷ！デイサービスセン
ターでお手伝い

【内容】デイサービス利用者の出迎
えの補助（玄関からロビーの席まで
の案内、コート・荷物の預かり）
【日時】月～金曜日 8時45分～10
時45分 ※週１日でも可
【場所】井口２丁目
【備考】上履きをご持参ください。

 ＮＥＷ！老人ホームでのボラン
ティア

【内容】絵手紙、フラワーアレンジ
メント、書道のお手伝い
【日時】月～土曜日 14時～15時
【場所】井口２丁目
【備考】交通費あり。

 ＮＥＷ！デイサービスセン
ターで将棋の相手

【内容】認知症の方（将棋経験者）
の将棋の相手
【日時】火曜日 13時～14時
【場所】牟礼３丁目
【備考】男性希望。交通費あり。

 ＮＥＷ！保育園でのボランティ
ア

【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 9時～16時
※週１日からでも可。応相談。
【場所】下連雀4丁目

子どもに関するボランティア

 ＮＥＷ！子どもの居場所『ハッ
ピーシュガーで子どもたちとの
遊び相手

【内容】夕方からの子どもの居場所
で、お仕事などでお家の方が帰って
くるまで一緒に遊んで過ごします。
主に学童保育所に通う小学校低学年
の元気な子どもたちが遊びに来ます。
【日時】毎月第１火曜日 17時半～
19時半
【場所】東野地区公会堂（深大寺2-
9-8）
【備考】学生の方大歓迎

 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♪

 麻雀ゲームの操作
【内容】難病の男性が、パソコンで麻
雀ゲームをする時の操作（クリックの
み）のお手伝い
【日時】応相談
【場所】武蔵野市中町２丁目
【備考】交通費支給。パソコンでの麻
雀ゲームが得意な方。ご本人・ご家族
と面談後、ご家族の方もいるお部屋で
のパソコンクリック操作のみのお手伝
いです。

 デイサービスでお手伝い
【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：交通費あり。3月1日にオープ
ンしたデイサービスです

 ＮＥＷ！老人保健施設でのお手
伝い

【内容】老人保健施設のお祭りの
ゲームコーナーのお手伝い
【日時】6月16日（日）13時～16時
【場所】下連雀9丁目
【備考】交通費あり。




