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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。

ボランティア連絡協議会からのお知らせ

日 時：令和３年１月２８日（木）10時30分～11時30分

会 場：ご自宅からオンラインツールZoomを使用して参加してください。 前日までにミーティングIDをお知らせいたします。

パネリスト：◇ハッピーグランパ倶楽部 青井純一氏 ◇防災団体やろうよ！こどもぼうさい 山崎光氏

参加費：無料 定 員：20名（先着） 対 象：地域活動に興味のある方ならどなたでも

申 込：開催日３日前までに同センターへ下記を添えて電話、FAX、メールにてお申込みください。

氏名、住所、年齢、電話番号、Zoom経験、メールアドレス（必須）、その他質問等

※参加前に必ず事前動画の視聴をお願いします。Official video channel of Mitaka City 三鷹市公式動画チャンネル

【地域デビューの第一歩】先輩たちの経験談②「オンライン実践編」〈1月中旬公開予定〉

地域デビューの第一歩【オンライン交流会】～地域活動を気軽に楽しむ秘訣が学べます～オンライン実践編

オ ン ラ イ ン 交 流 会

❖２月27日(土)世話人会 １３時～ (ボランティアセンター２F) ※2月のふろしき市はお休みです。

お問い合わせは 《みたかボランティアセンター》 TEL 0422-76-127１までお願い致します。

例年3月に開催している「福祉映画会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止とさせていただきます。毎年楽しみにしてくださっている皆様には、昨年に続き
中止となってしまい大変申し訳ございません。ご理解とご協力をお願いいたします。

令和 ２ 年 度 福 祉 映画会 の お 知 ら せ

日 時 令和３年３月３日

午後1時30分～3時30分

場 所 三鷹駅前コミュニティ・センター会議室

定 員 ２０名（先着順）

参加費 無料 申込期限２月24日

対象者 関心のある方
内 容 講義とリーディングによる参加型の講座です

お申し込み方法

電話、Fax、✉にて①氏名②住所③電話④✉⑤年齢を添えて

みたかボランティアセンターへ
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては講座を中止する
場合があります。

水

水

三鷹社協では、家族を介護している方が介護の情報交換
や相談ができる交流の場を開催しています。
この度、新たに「介護者ひろばスペースあい」をオープ

ンしました。「誰かに私の話を聞いてほしい。」「ほかの
介護者はどうしているんだろう。」など日頃の思いや悩み
を話す時間を作ってみませんか？

◎日時 毎月第３水曜日 午後１時３０分～３時３０分

◎場所 みたかスペースあい

（下連雀３－２８－２０三鷹中央ビル内）

◎対象 市内在住の介護者、介護経験者

◎内容 日ごろの介護についての懇談、情報交換

◎申込 お電話による事前申込制

（定員に達した場合、お断りさせていただきます。）

◎協力 介護者談話室サポーター

◎問合せ 三鷹市社会福祉協議会 在宅サービス係

三鷹市新川６－３７－１ 元気創造プラザ３階

電話：０４２２－７９－３５０５

FAX ：０４２２－７１－２０５３

オンラインに
自信のない方は

事前にご相談下さい。

新中立寄りサロン作品
100円～500円

福祉ショップ作品
小物100円～セーター2500円

問合せ）みたかボランティアセンター
TEL 0422－76－1271

※作品の受入れは現在おこなっておりません。

福祉ショップ＆新中立寄りサロンの作品が

みたかボランティアセンターにて販売中！

冬物からマスクまで、

かわいい毛糸作品が

多数あります。

ぜひお手に取ってごらんください。

申込・問合せ：みたかボランティアセンター TEL 0422－76－1271

「市民社会をつくるボランタリーフォーラムTOKYO」は、私たちの暮らしに関わるさまざまな社会問題に焦点をあて、それを
共有し、私たち市民にできることを考えていくためのイベントとして、2004 年から開催しています。企画運営は実行委員会形
式で、分野、地域、セクターを横断したボランティア・市民活動に関わるメンバーで組織しています。
毎年、参画した実行委員同士で問題意識を持ち寄り、協議を重ね、いま取り組みたい社会課題などを発信しています。
今年度は新型コロナウイルスの拡大に伴い、フォーラム当日もオンラインを併用しながら取り組むことに決めました。いまま

でとは勝手が違い戸惑いはありますが、多くの方が安心して参加できるための新たな挑戦をします。
また、今年のテーマは「つながるチカラ 新しいカタチ」。コロナ禍で新たな分断が生まれましたが、誰一人取り残すことなく、

多様な人とつながりを持ち、新しいカタチを創造してゆくのだという思いがこのテーマに込められています。
参加者のみなさんの声や想いを大切にし、このフォーラムを誰でも参加できる市民活動・市民社会を考える機会にしたいと思

います。みなさんのご参加をお待ちしています。

01 自治体のお財布事情を知って、協働に活かす
02 バリアフリープロレス HERO の取り組みから～誰もが生き生きできる

空間づくり～
03 お隣の外国人のこと、知っていますか? ～日本の制度から考える多文化共生～
04 コロナ禍から考える、災害ボランティアと外部支援者の役割
05 子育て支援の変化とは～新たなふれあいの模索～
06 ワカモノの声を聴く！若者を取り巻く“いま”を知る
07 災害大国日本、地域の力を結集！
08 急増する孤独死は人ごとではない! ～年間3 万人その現状とは～Part2
09 感じる福祉教育の“ひと工夫”を考えよう!
10 コロナ禍での居場所づくりの現在地～高齢者の交流の場を対象に～
11 コロナ禍における地域イベントオンライン化の実状
12 オンラインでのつながりづくりを考える～コロナでの経験から～

13 身近なところから、身近なところで考える、SDGs。
14 オンラインカフェ「新しいカタチ」
15 居心地のいい社会に向けて、政治も動かす共感力
16 LINE でできる地域活性化 自動応答サービス（LINE Bot）

を活用して、はじめの一歩を踏み出そう!
17 障害を持つということ～ヒューマンライブラリーの手法で学ぶ～
18 ボランティアと有償活動を知る
19 新しいボランティアのカタチ～活動の輪を広げる～
20 コロナに負けない! これからの助成と活動のカタチ
21 クロージング つながる力
22 ふれあい満点市場 ～NPO・NGO の作品展示販売～
23 情報誌『ネットワーク』表紙原画展

お問合せ・申込先

三鷹市社会福祉協議会
みたかボランティアセンター
三鷹市上連雀８－３－１０

TEL：0422-76-1271
FAX：0422-76-1273

mail：chiiki@mitakashakyo.or.jp



自宅でボランティアしませんか？

地 域 レ ポ ー ト No.49 

みたかボランティアセンターの広報紙

「ミニミニ広場」

★配達ボランティア募集中★

☆雑巾、使い捨て手拭き(消毒用、ハンカチ～フェイスタオル位の大きさ)洗濯済シーツも募集！
現在各施設では消毒用の雑巾や手拭きが不足しています。未使用のタオルも募集中です。

【内容】広報紙の配達

【日時】毎月20日位～月末の都合の良い時間

【配達地区】

☆お誕生日カード(名刺～はがきサイズ)
各施設でお誕生日を迎える利用者さんをお祝いしませんか？年齢の部分は空白で記入ください。

東京都災害拠点病院にもなっている杏林大学付属病院があるよ。
SUBARU総合スポーツセンターには本物の土俵があるよ！

新川1.4～６丁目・中原１～４丁目新川・中原地区

☆季 節 の 飾 り
棚に飾れる程度の大きさや、簡単にぶら下げられるもの、壁飾りも募集中！

冬の景色を
楽しみながら

寄付のお願い☆彡キッチンペーパー(団体活動時の消毒用)

☆彡アイロン(立ち寄りサロンにて手芸用に使います。※ご持参前にお問い合わせください。)

皆様から頂いた寄贈品は有効に使わせて頂きます。 問合せ）みたかボランティアセンター ０４２２－７６－１２７１

不用品の布、ハガキ、画用紙、折紙等を利用した在宅ボランティアの募集です。

小中学生ボランティア出前講座を開催しています
みたかボランティアセンターでは、小中学生に障がい者や高齢者への理解を深めてもらい、思いやりや助け合いの心を

育てるため、みたか街かど自立センターや三鷹市聴覚障がい者協会、手話サークル鷹の会、認知症にやさしいまち三鷹、

個人ボランティアの皆様のご協力のもと、車いすや手話体験、認知症キッズサポーター養成講座、障がい当事者の皆さ

んのお話などのプログラムを提供しています。小・中学校や子ども会、部活動などでボランティア出前講座のご希望が

ありましたら出前いたします。また、高校や大学、企業等のみなさまからご希望があれば同様の講座を行いますので、

お気軽にご相談下さい！ 問合せ：みたかボランティアセンター 0422－76－1271

申込・問合せ：NPO法人みたかハンディキャブ
電話：0422-41-0185（土日祝除く平日9~17時）
住所：三鷹市上連雀8－3－10上連雀分庁舎１階（三鷹図書館本館隣）
HP：「みたかハンディキャブ」で検索

出前講座講師送迎中の様子です。 小学生のみんなも真剣に聞いています。

今年度から、講師をしていただく車いすや視覚障がいの方の送迎を、NPO法人みたかハンディキャブの皆様にご協力

いただいています。

みたかハンディキャブでは、歩行困難な高齢者や障がいのある方の外出のお手伝いをする福祉車輛の運行をしており、

福祉車輛を運転するボランティアを募集しています。運転ボランティアには福祉車輛運転者講習会の受講が必要です。

みたかハンディキャブでも毎年６月、11月、3月に講習会を開催しています。

次回は３月13日（土）、14日（日）の予定です。なお、この講座の修了証は生涯資格で、全国の福祉事業に適用可能

です。事前にボランティア説明会も行いますので、まずはご連絡ください！

問合せ）みたかボランティアセンター TEL ０４２２－７６－１２７１ 送り先）〒181-0012 三鷹市上連雀8-3-10 三鷹市社会福祉協議会ボランティア推進係

下連雀6丁目(約25件)大沢2.6丁目(約25件)大沢4.5丁目(約25件)

■精神障がいをもつ方の
作業のお手伝い■

【内容】就労支援A・B型で内職仕事､調
理､市内公園清掃等利用者さ
んと一緒に行ってもらいます。

【日時】月～金曜日の9時～12時
【場所】三鷹ひまわり第一共同作業所

(三鷹市下連雀4-8-20)
三鷹駅から徒歩約5分、
八幡前バス停から徒歩約3分

【備考】必ず職員が近くにおりますの
で丁寧に教えます。

■デイサービスでのお話相手■

【内容】デイサービス(認知症対応型
通所介護)にて利用者さん
(英語圏出身の女性)とのお話。
日本語も話せますが、母国語
で話されることが多いです。

【日時】毎週火・木曜日 14時～15時

【場所】方丈庵(三鷹市大沢6-11-25)
三鷹駅からバス 朝日町行
龍源寺バス停から徒歩約3分

【備考】男女年齢不問。英会話のでき
る方を募集しています。
交通費支給。

募集 お問合せ）みたかボランティアセンター TEL 0422-76-1271

前号でお伝えした不要マスクを利用した人肌にやさしい

タオルですが、無事100枚ほど作っていただき、

市内高齢者施設3か所に寄付させていただきました。

iPadを使って楽しく脳トレや簡単な体操をしているグループの「マーガレット」を紹介します。先生がひとつひと
つ丁寧に教えてくれるので、「私は電源の入れ方もわからない」「パソコンは苦手だから、、、」と最初は心配して
いたけれども体験したらハマってしまった！という方がたくさんいます。
コロナウイルス感染対策として検温とマスク着用、貸し出したiPadの消毒をしっかり行って活動しています。

新川・中原地区担当の小池がご案内します。

開催日：第２･４火曜日 午後1時30分～午後3時ごろ 場所：新川三丁目地区公会堂（三鷹市新川3－20－18）

参加費：１回 800円（iPad使用料含む） 問合せ：みたかボランティアセンター 0422-76-1271

■視覚障がいのある方のテニス
サークル活動のお手伝い■

【内容】テニスコートを養生テープで
作成、貼る作業。
活動中の球拾い。

【日時】月1、2回【場所】市内体育館
※施設抽選状況による。
※1月は30日(土)12時～18時、最初の
テープ貼り1時間半だけでもOK。

【備考】男女不問、高校生以上(テープ
を測って、貼れる人)

※市内体育館、施設の利用抽選状況に
より場所や時間が毎月変更する事が多
いです。

出来上がった品物、作品は《みたかボランティアセンター》までご持参、または郵送してください。(郵送料はご負担願います)ミニミニ広場に作品掲載NGの場合、その旨を記載してください。

《介護老人保健施設太郎》さんに寄贈した

塗り絵が、ご利用者さん＆職員さんにより

こんなに立派な壁飾りになりました！

ご協力、寄贈ありがとう
ございます。
《R3年1月現在》
N.S様、M.K様、N.T様、
M.H様、G.E様H様、K様、
S様、T様、F様、折り紙
の会様、他匿名多数

グループホームのマスコットとして活躍。施設でビンゴの景品になりました。 塗り絵は施設で人気があります。

消毒の際に活用されています。 紙に刺しゅう！珍しいと喜ばれました。 各施設を彩っています。


