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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、配達ボランティアさん（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ボランティア連絡協議会からのお知らせ

ボランティアとの交流 今年も開催します

ボランティアセンターまつり

８月２４日(土)
16時～19時

みたかボランティアセンター
三鷹市上連雀8-3-10☎0422-76-1271

主催 三鷹市社会福祉協議会
三鷹市ボランティア連絡協議会

ボランティア活動発表
ウクレレ/ハーモニカ/フラダンス/バナナの叩き
売り/パネル展示 他
模擬店出店
飴細工/ポップコーン/綿菓子/アイスキャンディ
/フランクフルト/赤飯/パン 他
親子ひろば
羊毛ヨーヨーづくり/道あそび/輪投げ/おも
ちゃあそび/本の読み聞かせ/折紙/的当て 他
ミニミニバザー/フードドライブ
体験コーナー
災害Q＆A/災害備品操作体験/皿回し/回る浮沈子
づくり 他

小雨決行

親子ひろばの様子

模擬店出店の様子

～優しい気持ちを
分かち合いたい～

日時

場所
問合せ

対象

８月２４日（土）
午後４時～6時
ボランティアセンター
まつりで実施

みたかボランティアセンター
☎７６－１２７１

未開封で賞味期限が
10月1日以降まであり常温保存が
可能なもの缶詰、インスタント食品、レトル
ト食品、お菓子、飲み物、
調味料など
※お米、生鮮食品、とろみ調整食品は
受け付けておりません。

子ども、障がい者、老若男女、誰でもみんなで楽しめる
パラリンピック種目

2019年 第１回 誰でも「ボッチャ」楽しむ会
パラリンピック種目の「ボッチャ」は、誰でも楽しめる競技です。夏休みに実施しますので、親子での参加も大歓迎です。

【 日 時 】 ８月２３日（金） ９:３０～1１:００
【 場 所 】 SUBARU総合スポーツセンターサブアリーナ（元気創造プラザB２）
【 講 師 】 杏林大学准教授 一場 友実（いちば ともみ）氏
【 参加費 】 大人100円、子ども50円（保険他）
【 持ち物 】 上履き、飲み物、タオル

【 主 催 】 ボッチャの輪つくろう会 【 共 催 】 三鷹市社会福祉協議会
【 協 力 】 杏林大学 ・ 笑ってげんき会
【 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

Tel： 0422-76-1271 Fax： 0422-76-1273  mail： chiiki@mitakashakyo.or.jp 
※８月１７日までに上記にお申し込みください。

・８月１７日（土） 世話人会 午後１時～２時 （場所 ： ボランティアセンター２階）

・８月２４日（土） みたかボランティアセンターまつり 午後４時～７時
（場所 ： ボランティアセンター 屋内・屋外）

10月のふろしき市は10月26日（土）ではなく、１0月19日（土）に開催日が変更になりまし
たのでご注意ください。

世界を変える１７の目標とは？！

【日 時】 8月6日（火） 午後1時30分～4時
【場 所】 三鷹ネットワーク大学

（三鷹市下連雀3-24-3 三鷹駅前協同ビル3階）
【参加費】 無料
【対 象】 中学生、高校生、大学生
【定 員】 30名（先着順）
【問合せ・申込先】 三鷹ネットワーク大学

TEL☎ 0422-40 0313

～この夏からできるＳＤＧsのテーマを考えよう～

ボランティア活動発表の様子

SDGsとは世界共通のこれからの地球についての１７の目標です。
この講座では身近な食品をとおして、
地球の将来について考えていきます。

「フードバンクみたか」
の活動が始まりました！

食のセーフティーネットとして市民、企業等から食品
の寄付を受け、食にお困りの市民に提供する活動を行
う、「フードバンクみたか」が立ち上がりました！企
業、個人宅で余っている食品がありましたらご提供く
ださい。

問合せ 電話：０８０－５５４５－１１６９
（月・木：午前10時～午後4時、土：午前10時～正午）

メール：foodbankmitaka@gmail.com  
Facebook：「フードバンクみたか」で検索



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 特別支援学校に通う女
子生徒のサポート
①デイサービスのお迎えが自宅
にくるまでの付添い
【内容】デイサービスの迎えの車
を待つ間のサポート
【日時】夏休み期間（８月１日～
８月３１日）の月～水曜日
午前９時～１０時頃 ※時間は前
後する可能性があります
【場所】本人の自宅付近（新川３
丁目）
②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】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 午前７時４
０分～８時３０分位 ※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
３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。

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．３４

地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。

第３４回は井の頭地域の介護予防を考える自主グループ「脳若こぶしの会」です！

井の頭地区担当の岩崎が
ご案内します！

先月号でご寄贈をお願いしたところ、鍵盤ハーモニカ、お米、さらし、アクリル毛糸、子どもの
絵本・児童書、ラジカセ、毛糸、刺子の糸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。

Ø Enjoy 養生 Life のお手伝い
【内容】①サロン運営のお手伝い（心
理カウンセラー等の相談支援資格のあ
る方希望）、②手話を教えてくれる方
【日時】第１・４月曜日 午後２時～
４時
【場所】廣寿堂薬局（下連雀３丁目）

Ø 老人保健施設のお手伝い
【内容】①入浴後のドライヤーかけ、
ベッドメイキングのお手伝い、②レク
リエーション（朗読、手遊び、歌、化
粧、話し相手、行事の準備・手伝いな
ど）のお手伝い
【日時】①②週１回から都合の良い曜
日・時間で応相談
【場所】介護老人保健施設 三鷹ロイ
ヤルの丘（新川５丁目）
【備考】交通費支給

Ø 有料老人ホームで編み物のお手伝
い

【内容】利用者と一緒に編み物をする
【日時】月～金曜日 午前１０時～午
後３時位の間
【場所】SOMPOケアラヴィーレ武蔵境
（井口３丁目）
【備考】女性希望

Ø みたかボランティアセンターの機
関紙の配達

【内容】みたかボランティアセターの
機関紙の配達
【日時】毎月２０日頃～月末の都合の
良い時間
【場所】
①上連雀４・５丁目（約３０件）
②大沢１丁目（約１０件）
③大沢２丁目（約１５件）
④大沢３丁目（約１５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！

Ø 高齢者施設でのお手伝い
【内容】お菓子やコーヒーの販売のお
手伝い
【日時】毎週木・土曜日 午後１時３
０分～３時１５分
【場所】ケアハウス弘陽園（下連雀
５丁目）
【備考】年齢は問いません。お仕事も
簡単です。是非、見学にいらして下さ
い。

Ø 知的障がい者の体操のお手伝い
【内容】知的障がいがある人達の軽
体操やトランポリン時の見守り・声
掛けや準備・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丁目）
【備考】できれば女性の方を希望。
年齢は７０歳代位まで。謝礼の支給
有（１,０００円／１回）

Ø 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・中学校
【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）

Ø 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・中学校
【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）

Ø 視覚障がい者の通院・買物の付添
い

【内容】視覚障がいがある方（６０代
の男性）の通院・買物の付添い
【日時】毎週金曜日 午後６時～８時
４５分頃
【場所】自宅（武蔵野市境５丁目）か
ら病院・スーパー（境１丁目）までの
往復
【備考】特別な技能は不要。男性希望

Ø 知的障がいのある若者のプラモ
デル作りのお手伝い

【内容】お話し好きの知的障がいの
ある若者（高校１年生）に簡単なプ
ラモデル作りを教える。プラモデル
作りを通じて大人との交流や友だち
作りの機会を作る
【日時】定期的な活動を希望。初回
は土曜日か日曜日。２回目以降は応
相談
【場所】大沢コミュニティ・セン
ター（大沢４丁目）
【備考】コミュニケーションは普通
にとれるお話し好きの方です

子どもに関するボランティア

その他ボランティア

開催日

毎月第1・3金曜日
10時00分～11時30分

※昼食会 13時00分頃まで

参加費
月700円 (昼食代は、別途600円が必要)

iPad使用料 1回300円(お持ちの方は、無料)

場 所 井の頭四丁目都営アパート集会所

対 象 井の頭に暮らす65歳以上の方

問合せ 向井百重 ☎0422-43-7719

同じ地域に暮らすほのぼのネット員が、“いつまでも元気に生活したい” “住民の思いに答えたい” と二年前よりシニ
アSOHO普及サロン・三鷹の協力を得て脳トレーニング活動を開始しました。
iPadを用いて、記憶力を向上させる6または8つの単語を記憶するトレーニングや過去に起きた出来事を思い起こす

回想タイム、ひらがなクロスワードパズルの空欄を埋めるゲームなどでたくさん頭を使って考えることにより脳の働き
をよくするものです。参加されている皆さんは、毎回の出題にドキドキしながらも全問を正解できるように楽しみながら
挑戦しています。
また、月一回のランチ会やコミュニケーションゲームなどを取り入れて、参加者同士の交流を図っています。iPadは

画面が大きく使いやすいことや、自分のペースでゲームを進めることができるプログラムですので、後期高齢の方や
男性も多く参加されています。是非、この機会に始めてみませんか。

これがiPad
です

日 時 8月22日（木） 午前10時～サロン
午後12時～ランチ会

内 容 ランチ会ではソーメンをゆで、手づくりランチをし
ます

対 象 男女、年齢不問！どなたでもご参加ください！

会 場 元気創造プラザ 4階調理室

参加費 サロン 100円 ランチ会 400円

問合せ 加藤 ☎080-5496-9758

色紙で折ったいろどり鮮やかなキューブをどうぞ
福祉のイベントの盛り上げ、施設の飾りなどに無料で提供

キューブは５.５cmの6面体で、既にボランティアセンター・市
役所のイベント、介護老人施設、幼稚園などに１、０００個以
上を提供し喜ばれています。生きがいクラブの会長の奥様が、
再度挑戦し大量に出来上がりましたので皆様に提供したいと
願っています。お申込み要領は下記の通りです。

申込先 ：生きがいクラブむさしの（牧野）
申込み個数 ：原則100個
申込方法 ：グループ名、担当者名、担
当者の住所、電話番号をメールする
maki_0334@yahoo.co.jp

生きがいクラブむさしの活動内容
マイノート・成年後見制度講座、カーリ
ンコン、輪投げ、リコーダー演奏

～東京都赤十字血液センターから献血のお知らせ～
日時：令和元年8月21日（水） 10：00～11：30 / 13：00～16：00
場所：三鷹市役所 お一人でも多くの皆様のご協力をお待ちしております。

※急募 六小ふじみ学級で子どもの
見守り
【内容】保護者会の間の、障がいのあ
る子ども達の見守り、保育
【日時】８月２９日（木） 午後２時
３０分～４時３０分
【場所】三鷹市立第六小学校（下連雀
６丁目）
【持ち物】上履き（かかとがある物）

みんなで暑気払いをしませんか？


