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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

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
６月２２日（土）
・ふろしき市 10時～13時（市役所議場棟下）
・世話人会 10時～12時半（ボランティアセンター２階）

夏！体験ボランティア
活動期間：7/16（火）～8/31（土）から自由に選べます！

対 象：小学生以上の方（活動内容によって年齢制限あり）
申込期間：5/27（月）～6/21（金）９時～17時

※日・祝は休館のため受付できません。
※参加するご本人がお申込ください。
※締切後の申込はご相談ください。

参加費 ：５００円（ボランティア保険料３００円込）
※活動先により別途腸内細菌検査代850円程度必要です。

説明会 ：7/10（水）①17：00～18：30②19：00～20：30
7/14（日）③10：00～11：30④13：30～15：00
会場 いずれもボランティアセンター
※上記日程のいずれかにご参加ください。
※①③小中学生向け ②④高校生以上向け

【申込・お問合せ】
三鷹市社会福祉協議会 ボランティア・地域福祉推進係
三鷹市上連雀8‑3‑10 0422‑76‑1271

詳しくは
みたかボランティアセンター

ホームページへ

デイサービス受入れ前の準備

病院で患者さんのご案内

地域のイベントの
お手伝い

自分に合った
ボランティアを
見つけよう！

ＳＤＧｓの概要とこれから期待される持続可能な取り組みを、慶応大学の高木先生にお話いただきます！ＳＤＧｓを通
して持続可能な地域作り、身近なところからできる活動・取組みについて、一緒に考えてみませんか？

講師：高木 超氏（慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任助教）

日時：５月３０日（木）10：00～12：00
会場：三鷹ネットワーク大学（三鷹市下連雀3-24-3）
定員：５０名 料金：５００円

【申込・問合せ】三鷹ネットワーク大学推進機構 0422-40-0313 FAX0422-40-0314 

URL https://www.mitaka-univ.org/ 詳細はこちら

当日はフードドライブを開催します！
…ご家庭で余っている身開封の食料品を持ち寄り、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や個人などに提
供し、活用します。

…以下の食品を受け付けております。ご協力お願い致します。
・未開封で賞味期限が6月30日以降までのもの・常温保存可能なもの・缶詰（肉、魚、野菜、果物など）、インスタント食品、
乾物、レトルト食品、嗜好品（菓子、コーヒー、お茶など）、調味料（食用油、醤油、味噌、塩、砂糖など）

※お米、生もの、とろみ調整食品は受け付けておりません。
※賞味期限が過ぎたものは、お持ち帰りいただく場合がございます。

※講座終了後に親睦会とし
て、1杯100円でＣＣＭ
（コーヒーサーブボラン
ティア）によるコーヒーの
提供を行います。お時間が
ありましたらご参加くださ
い。

活動に役立つ多彩な手法
グループ学習、ワークショップ、プレゼンテーションなど活動に役立つ手法を取り入れたプログラム
三鷹・武蔵野・小金井市 市と社協が共催
各市の福祉課題やボランティア活動状況を学び、「自分にできること」をディスカッションしながら学び、実際の活動に結び
つくスタイル
講師はすべてルーテル学院大学の先生

◆開催日：７月４日（木）～２０２０年１月１６日（木）【全７回＋グループ学習８日程度】
◆時 間：午後１時１０分～４時２０分
◆会 場：ルーテル学院大学２５１教室（三鷹市大沢3-10-20）
◆受講料：無料
◆内 容：裏面またはみたか社協ホームページをご覧ください。
◆対 象：三鷹市在住・在勤のボランティア活動、市民活動等をしている方、これから始めたい方
◆定 員：１５名（定員を超えた場合は抽選）
◆内 容：裏面をご覧ください。
◆申込み：６月１８日（火）までに裏面申込書またはＱＲコード問合せフォーム→

に必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
◆問合せ：社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会 ボランティア・地域福祉推進係

〒１８１－００１２ 三鷹市上連雀８－３－１０ 上連雀分庁舎
電話：0422-76-1271 FAX：0422-76-1273 メール：chiiki@mitakashakyo.or.jp

三鷹市・武蔵野市・小金井市・三鷹市社会福祉協議会・武蔵野市民社会福祉協議会・小金井市社会福祉協議会・ルーテル学院大学共催

【問合せフォーム】

木 曜 日 に
開 催 ！



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

 ※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】上連雀5丁目のグループ
ホームからバス停「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．３２

地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。

第３２回は です！

「もぐもぐ食堂」は“朝の欠食児童ゼロ！”を目標に開催している朝の子ども食堂です。
地域の工務店さんにお部屋をお借りし、毎月第３水曜日の朝に開催しています。
朝食のメニューは月ごとに変わる混ぜ込みご飯と具沢山のお味噌汁
私も何回かいただきましたが、具沢山のお味噌汁は体がぽかぽかになって元気が湧いてき
ます！
６月からは月２回（第1・3水曜日）に増やして開催していく予定です。また夏休みには
お昼の特別開催も企画しているので、近くにお住まいの方、ご参加お待ちしています！

連雀地区担当の菊池が
ご案内します！

開催日 毎月第１・３水曜日 午前７時２０分～８時

場所 三上工務店（上連雀6-32-28）

対象 開催場所近くにお住まいの子ども（及び親子）

費用
子ども：無料
高校生以上：１００円

申込み・問合せ
申込：不要
問合せ：mogumogu.mitaka@gmail.com（代表 大野氏）

先月号でご寄贈をお願いしたところ、絵本、さらし、毛糸、ラジカセ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。
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。

 ＮＥＷ！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】火・金曜日 9時半～正午
【場所】下連雀４丁目

 ＮＥＷ！有料老人ホームで囲碁の
相手

【内容】入居者の囲碁の相手
【日時】週１日（水・木曜日以外の
午後）
【場所】中原２丁目

 ＮＥＷ！有料老人ホームでのお手
伝い

【内容】有料老人ホームの入居者へ
絵手紙、フラワーアレンジ、書道を
教える
【日時】月～土曜日 14時～15時
※週１日でも可
【場所】大沢４丁目
【備考】交通費支給

 ＮＥＷ！講演会での保育ボラン
ティア

【内容】講演会の保育ボランティア
【日時】5月26日(日）9時半～13時半
【場所】三鷹市公会堂（三鷹市役所
の隣）
【備考】交通費支給

子どもに関するボランティア

 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～金曜日 9時～16時
※週１日からでも可。応相談。
【場所】下連雀４丁目

 ＮＥＷ！高齢者世帯へのお弁当の
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 15～16時
【場所】下連雀４丁目から市内
【備考】交通費支給

 老人保健施設のお祭りのお手伝い
【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】交通費支給

 ＮＥＷ！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
の手伝い
【日時】毎月第４土曜日 13時～16時
【場所】下連雀４丁目

 ＮＥＷ！学生教育ボランティア
【内容】市立小・中学校での教科指
導や部活動指導の補助、校庭での遊
び指導補助など
【対象】大学の学部生・大学院生・
専門学校生徒
【日時】1回の時間は2時間以上。各
学校との打合せにより決定
【場所】三鷹市立小・中学
【申込】三鷹市役所のホームページより

（http://www.city.mitaka.tokyo.jp
/c_service/066/066472.html）

 ＮＥＷ！みたか地域未来塾での
ボランティア

【内容】市立小・中学校での放課後
の学習支援、活動の準備・打ち合わ
せ・児童・生徒の出席確認・学習記
録表の作成など
【対象】大学生・保護者、地域住民
など
【日時】1回の時間は2時間以上。各
学校との打合せにより決定
場所：三鷹市立小・中学
申込：三鷹市役所のホームページより

（http://www.city.mitaka.tokyo.jp
/c_service/066/066477.html）

 ＮＥＷ！東多世代交流センターで
のボランティア

【内容】本の読み聞かせ・整理、子
どもと一緒におやつ作り
【日時】水曜日 13時～17時
場所：東多世代交流センター（牟礼
７丁目）
対象：女性（特にシニア世代の方）
備考：交通費支給

電話：0422-41-0185（平日9時～17時） HP：『みたかハンディキャブ』で検索電話：0422-41-0185（平日9時～17時） HP：『みたかハンディキャブ』で検索

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行しています。福祉車輌を運転
するボランティアが不足しています。ご都合のつく時に、少しでもお時間をご提供ください。
お気軽にご相談・ご連絡下さい！お待ちしています。

検索は
こちらから

三鷹市内を拠点にサロンや居場所作りをとおして地域の
仲間作りや見守り、助け合い活動を行っている非営利目的
の自主サークル、団体等に活動費を助成します。これから
サークルを作りたい方の相談も承ります。

対 象：下記のすべてを満たすこと
①原則月1回以上のサロン活動（参加者3名以上）での地域

の仲間づくりや助け合い活動を行っている
②ほかの団体・機関から活動の助成を受けていない
③政治・宗教・営利目的でない
助成額：１団体につき１万円(上限)、総額55万(55団体)
申 込：申請書、事業計画書に必要事項を記入の上、下記
までお持ちください。申請書、事業計画書はこちらのホー
ムページ（http://www.mitakashakyo.or.jp/）からダウン
ロード頂くか本会までお問合せください。
（先着順で枠がなくなり次第終了）
問合せ：ボランティア・地域福祉推進係

0422‑76‑1271

～一緒に ジャズイン府中 を創りませんか？～

ジャズイン府中は、私たちボランティアが創りだします。
月に数日ほどの活動を続け開催準備。楽しく充実した時間
を体感します。秋には、演奏者や観客と一緒に賑やかな府
中のまちを楽しみましょう。ご一緒にジャズイン府中をつ
くりませんか？
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