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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。

⁂ふろしき市 １１月２０日(土)10時～13時 市議場棟下⁂ 雨天中止・他コロナの感染状況などにより中止の場合あり。

⁂世話人会 11月２０日(土)13時～ みたかボランティアセンター２F ⁂ ☎みたかボランティアセンターTEL：0422-76-1271

ボランティア

ボランティア連絡協議会
からのお知らせ

“真心と笑顔で走る『あおぞら号』”

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、少しでもお時間をお貸し下さい。

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。
11月27日(土)～28日(日)に当ＮＰＯでも開催しますのでご利用
下さい。修了証は生涯資格で、全国の福祉事業に適用可能です。

日程をご相談の上で事前にボランティア説明会
も行います。先ずは、下記にご連絡ご相談下さい！
お待ちしております。

新 車 贈 呈 式 に て

運転ボランティア募集中！ＮＰＯ法人
みたかハンディキャブ

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)
電話：０４２２－４１－０１８５ 事務所受付：平日９時～17時（土・日・祝日は休み）
ホームページ：「みたかハンディキャブ」で検索

11月13日（土）

①午前10時30分～12時00分

②午後2時～3時30分

※受付は開始・終了時間の30分前

三鷹産業プラザ７階会議室（下連雀3－38－4）

①②とも各30名（要予約）

三鷹市近隣の福祉に関する仕事の相談・面接会です
（介護職員、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、保育士など）。
フルタイム、パートタイムなど雇用スタイルも様々です。
午前・午後合わせて２２法人が出展する予定です。

＜感染防止対策＞
・会場定員の１/２人まで
・求職者、出展 者ともに

手指消 毒マスク着用、検温
・ブースにパーテーション設置

主催：三鷹市社会福祉協議会（在宅サービス係）
℡：0422-79-3505 Fax：0422-71-2053
http://www.mitakashakyo.or.jp/
東京都福祉人材センター

共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡協議会／ハローワーク三鷹

◎資格不要の求人もあります。
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。
◎福祉の資格、仕事に関する総合的な相談をお受けします。
◎新型コロナウイルス感染拡大により中止する場合があります。
◎下記へ電話またはホームページからお申込みください。

相 談
面接会

出展法人はこちらから
ご覧ください

福祉のしごと
参 加
無 料

服 装
自 由

事 前
予 約

履歴書

不 要

Next Door Team
「隣組」10

～気になる楽しいイベント案内～

日 時：令和3年11月20日(土)14時～16時 Zoomオンライン会議室

費 用：無 料

主 催：Next Door Team 「 隣組 」10

協 力：三鷹市社会福祉協議会／NPOクリエイティブライフデザイン

「隣組」は色々な催し(まち歩き、ボッチャ、ソーシャルアートビュー、ゼンタン
グル、トールペイント、読み聞かせ等)をしている仲間たちが、協力しあって
楽しい催しを創っています。
対話による絵画鑑賞では、作品を言語化して情報交換し、そして感情を
交歓していきます。みる、考える、話す、きく➜問う、考える話す、感じる。
と対話をぐるぐると回していき、新しい視点や気づきを得ることが出来ます。

６回目イベント 対話による絵画鑑賞会
申 込：11月11日（木）までに申込フォーム

（右QRコード）から申込をして下さい。

問合せ：NDT10事務局:080-5195-1926

Mail  : 88shiken@gmail.com

秋深き隣は何をする人ぞ・・今回は対話による絵画鑑賞です

日時 令和３年 1２月４日（土）～12月25日（土）
毎週土曜日【全４回】10時30分～12時

ご自宅からオンラインツールＺｏｏｍを使用して参加

接続に不安のある方、参加するスマホやタブレットを

持っていない方は、井の頭コミュニティ・センター 、

大沢コミュニティ・センターで参加することもできます。

６５歳以上の三鷹市民

主にオンライン体操教室への参加が初めての方

スマホやタブレットなどを持っていない方も参加できます！

無料 20名（先着順）

11月８日（月）～11月19日（金）までに

・お名前・年齢・お住まい・電話番号・zoom経験

・メールアドレス有無・個別説明会希望有無・使用機器

・参加場所を電話・FAX・✉にてお知らせください。

事前個別操作説明会

“オンライン”でうごこっか！
うごこ っ と体操 体験会

【主催・申込・問合せ】

11月27日(土)10時～、10時30分～、11時～（各回30分）

みたかボランティアセンター（三鷹市上連雀8-3-10）

ご自身のスマホ・タブレット・パソコン

日 時

持ち物 定員

場 所

オリエンテーション 1 1月 2 7日（土）11時30分～12時【参加必須】

場所

対象

費用 定員

各回７名まで

申込

オンライン体操とは、ご自身のスマホ
やパソコンでオンラインミーティング
ツール（今回はZoom）を使い、遠方の
講師やメンバーと画面上でつながりな
がら一緒に行う体操です。

シニアＳＯＨＯ普及サロン・三鷹の
講師陣が個別・丁寧に説明をしてく
れます！

こちらからもお申込できます。
必要事項を記入し
送信してください。

当日も井の頭コミセン・大沢コミ
センに講師がスタンバイ！

不安がある場合はこちらにお越し
ください。また、タブレットの貸
し出しも行っています。

フィットネスインストラクター

清水武 氏

体操講師

家庭訪問型子育て支援

を知ろう

STOP！孤独な育児

子育て家庭を訪問する
子育て支援<ホームスタート>

利用者・支援者向け地域説明会

日時：11月15日(月)10時30分～12時
会場：上連雀分庁舎３階会議室

三鷹市上連雀8-3-10
※１階は、みたかボランティアセンター

料金：無料 定員：15名 申込方法：電話・FAX・メールでお申込みください。

みたかボランティアセンター

☎：0422-76-1271 FAX：0422-76-1273 ✉：chiiki@mitakashakyo.or.jp■■■■■■■■問合せ先：みたかボランティアセンター

★2021年度家庭訪問型子育て支援者養成講座★
2022年1月17日～2月28日（全7回毎月曜日）9時30分～16時30分

会場：みたかボランティアセンター

ホームスタートとは子育て経験
のあるボランティアスタッフが、
週に1回2時間程度訪問をし、
話をしたり一緒に出掛けたり
保護者が孤立しないように地域
との繋がりを作る活動です。

「令和3年度 災害ボランティアセンター
運営スタッフ養成講座」を開催します！

申込・問合せ先 みたかボランティアセンター 三鷹市上連雀8-3-10上連雀分庁舎内
電話/0422-76-1271  FAX/0422-76-1273   メールアドレス/chiiki@mitakashakyo.or.jp

内容：災害ボランティアセンターの役割と機能について 日時：11月19日（金）17時30分～19時30分
参加方法：みたかボランティアセンター ２階会議室またはオンラインツール（Zoom）での参加
受講料：無料 定員：会議室12名、オンラインツール（Zoom）20名（どちらも先着順）
対象：三鷹市内に在住、在勤、在活の方 申込：下記QRコードから11月17日(水)までにお申込みください。

申込先：NPO法人子育てコンビニ/ホームスタート・みたか

電話&FAX：0422-41-7021 E-mail：h-start@kosodate.or.jp

①団体名②名前③住所④電話
⑤メールアドレス
⑥参加場所（オンラインか会場）を記入の上、
下記へお申し込みください。

三鷹市社会福祉協議会
問合せフォーム

地震や風水害が発生した時に設置する「災害ボランティアセンター」の
運営を担うスタッフを養成します。



内 容 日 時 場 所 備 考

募集
地 域 レ ポ ー ト

未成年の方は保護者の承諾を
必ず得てください！

1995年「文化の日」にオープンした三鷹市上連雀6丁目にある芸術文化施設《三鷹市芸術文化センター》。
『風のホール』には世界三大ピアノの一つ、NYスタインウェイが完備されているんだよ。多彩なステージ
を演出する『星のホール』では落語や寄席も沢山開催されているんだ。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって変更する場合があります。

わくわく子どもサロンは

こんな感じ！ 今日のお弁当

何かなー😊

上連雀６～９丁目
下連雀５～９丁目

連雀地区 問合せ：みたかボランティアセンター ☎ 0422-76-1271

℡：０４２２-７６-１２７１ FAX：０４２２－７６－１２７３ ✉：chiiki@mitakashakyo.or.jp 

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

自宅でボランティアしませんか？
■雑巾、使い捨て手拭き募集中■
ハンカチ～フェイスタオル位の大きさ

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。
◎ご協力、寄贈ありがとうございます。
《R3年10月現在》C.T様、O様、Y.S様、T.I様、K.O様、A.Y様、H.K様、イソップN様、他匿名多数。

No.58

大空マスター 集まれ‼︎
大空マスター

一緒に
レジャーシートに
寝転んで
大空を眺めてみませんか？

風を感じて
青空を見上げましょう‼︎

落書きokの
レジャーシートを
貸し出し致します

どなたでも
参加ok

元気な3人が
お待ちしております
(雨天中止)

満天の星空の下dayや
月光浴dayも計画中です

問合せ
みたかボランティアセンター

☎0422-76-1271

ZOOM開催

申込・問合せ

✉

水曜日の午後以外、

30分間位。

月曜日～金曜日
10時～16時

三鷹市障がい者地域活動支援
センターまちかど（上連雀4-
1-8 福祉コアかみれん１F）

運営の
お手伝い

男女不問、年齢応相談。

第一土曜日
(1・5月を除く)
13時30分～15時30分

元気ひろば・おれんじ
(新川3－1－65)

男女年齢不問。ペットロスに苦し
む一人ひとりの気持ちに寄り添え
る方。

デイサービス
にて囲碁将棋
麻雀のお相手

個人の方のお散歩の付き添い

見守り。

お散歩の付き
添い、見守り
（車椅子介助）

知的障がいの
ある方の

体操お手伝い

主に身体障がい
のある方の

日中活動サポート

精神障がいを
もつ方の作業の

お手伝い

施設周りの
雑草取り
植栽等

ペットロスに苦しむ人が気軽に胸
の内を話せる場『ペットロスを考
える会＠みたか』のお手伝い。

屋外のみ車椅子利用の80代女性
です。 男女不問、18歳以上。
車椅子介助のできる体力のある方。

本人自宅周辺

（新川5丁目付近）

男女年齢不問。一度見学、体験を
して から決めてください。
１回1,000円支給。

知的障がいがある方々の軽体操や
トランポリン時の見守り・声掛け
や道具の準備・片付け。

男女不問、18歳以上。

月曜日～金曜日
13時～16時の間
※日時応相談

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

毎週火曜日
17時20分～18時30分

北野ハピネスセンター
（北野１－９－２９）

デイサービスセンター牟礼
（牟礼6－1－1） バス停
三鷹台団地より徒歩2分

デイサービスにて利用者さんと
囲碁、将棋、麻雀のお相手をお
願いします。

メンバーの日中活動における
介助や サポート。

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。

月曜日～金曜日
9時～12時

男女年齢不問。必ず職員が近くに
おりますので丁寧に教えます。

施設周りの植栽手入れ。水やり、
雑草取り、肥料やり、剪定(可能
な範囲)などの中で可能な活動。

ボランティアさんの
ご都合の良い日時で
応相談。

特別養護老人ホーム
三鷹げんき(大沢4-10-5)

男女年齢不問、体調に問題のない方。

(未成年者は保護者の同意がある方)

会 場 元気創造プラザ３階会議室

受 講 料 無料 定 員 ２０名（先着順）

対 象 三鷹市内事業所、ならびに三鷹市民に
サービス提供をしている近隣区市町村
の事業所に所属しているホームヘルパー

申込方法 １１月２６日（金）までに申込書に必要事項を
記入し、三鷹市社会福祉協議会在宅サービ
ス係へ持参または FAXで申込む。
（土・日曜、祝日を除く。９時～１７時）申込書
をご希望の方は、下記までご連絡ください。

注意事項 ◎新型コロナウイルス感染症防止策として、会場内はマスク
と手指消毒をお願いし、発熱や体調不良がある方は参加を
ご遠慮ください。
◎会場入室時に検温をさせていただきます。
◎新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはやむな
く中止させていただく場合がございます。

～ホームヘルパーのための依存症基礎講座～を開催します。

開 催 日

①12月 1日（水）18時～19時45分

②12月13日（月）18時～19時30分

※両日の参加をお願いします。

内 容
①「依存症とは？」～知っておきたい依存症のメカニズム～
講師 小林 桜児氏（神奈川県立精神医療センター医師）
※講師と会場をオンラインでつなぎます。

②「当事者の気持ち」～体験を聞いて学ぶ支援者にできること～
講師 アルコール依存症 当事者（リビングハウス マム）
薬物依存症 当事者（三鷹ひまわり第二共同作業所）

認
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介
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問合せ・申込み
三鷹市社会福祉協議会
在宅サービス係☎0422-79-3505
◆注意事項◆・事前申込制、少人数開
催としています・会場内はマスクの着
用をお願いし、発熱や体調不良のある
かたはご遠慮いただきます・入室時に
検温させていただきます。

介護中の悩みを誰かに聞いてもらい
たい、他の人はどんな介護をしてい
るの？、興味はあるけれど誰に話を
したらいいのかわからない…。そん
な時、介護をしている方が「ほっ」
とできる居場所があります。
新型コロナウイルス感染症対策をと
り、皆さまのご参加をお待ちしてお
ります。

介護者ひろばおれんじ新中

日時：毎月第２木曜日
時間：13時30分～

15時30分
場所：元気ひろばおれんじ

（中原３-1-65）
定員：４名

介護者ひろばピアいのかしら

日時：毎月第４水曜日
時間：10時～12時
場所：ピアいのかしら
（井の頭2-13-6）
定員：４名

介護者ひろばけやき苑

日時：毎月第３木曜日
時間：13時30分～

15時30分
場所：高齢者センターけやき苑

（深大寺2-29-13）
定員：６名

介護者ひろばスペースあい

日時：毎月第３水曜
時間：13時30分～

15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）

定員：６名

認知症介護者談話室

日時：毎月第4火曜日
時間：13時～15時
場所：ボランティアセンター

（上連雀8-3-10）
定員：10名

男性介護者交流会

日時：偶数月の
第１木曜日

時間：13時～15時
場所：おむすびハウス

（下連雀1-10-20）
定員：4名

申込み ・問合せ

三鷹市社会福祉協議会 在宅サービス係

電話０４２２－７９－３５０５ FAX０４２２－７１－２０５３

『わくわく子ども食堂』やってます！

■クリスマスカード・年賀状■
名刺サイズ～ハガキサイズ

沢山のご寄贈ありがとうございます！
現在各施設にお届け中です。

沢山のご寄付ありがとうございました!
アクティビティーセンターはばたけ様より感謝を込めて。

またまたステキなお礼状をいただきました！！

ファシリテーター養成講座修了生グループ 活動紹介

令和元年度に講座を終了したメンバーが、新しいグループ活動を始めました！

どなたでも
どうぞ！


