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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・12月18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・12月18日(土)13時～ みたかボランティアセンター２F♦

ボランティア

「歳末たすけあい運動」は、戦後の混乱期に市民のたすけあい精神により、

生活に困窮する人々に対する物資の持ち寄り運動として始まりました。

その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、地域での安心・安全な暮らし

を支えるための貴重な募金として様々な取組みに活用されています。

皆さまからのあたたかいお気持ちによる募金は、三鷹の地域福祉活動の充実

や、福祉のまちづくりの推進に活用されています。募金は、お住まいの町会・

自治会を通じて、あるいはみたか社協にて受け付けております。

あたたかいご支援をお願いいたします！

歳末たすけあい運動へのご協力を、

宜しくお願い致します

ほのぼのネット事業

地域の高齢者の方を対象にした見守り活動やお茶会などのイベントを開催

子育て応援事業

子育てサロンの開催や子育てサークルへの助成

介護予防事業

高齢者を対象としたヨガ、ストレッチなどの講座を開催

ボランティア養成事業

ボランティアを養成するための講座やイベントを開催

助成事業

社会福祉施設や障がい者福祉団体等、地域福祉活動を行なう様々な団体の

運営費や活動費を助成

12月1日
～31日

いただいた募金は来年度次のような事業に活かされます

やってみよう！

はじめてのZOOM講座

※オンラインの方は
メールで

お申込みください。

日時 令和4年 2月5日（土）～
2月26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、連雀コミュニティ・センター 、

新川中原コミュニティ・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！

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】

みたかボランティアセンター

1月29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

場所

オリエンテーション

場所

対象

費用 定員
申込 こちらからも

お申込できます

フィットネス

インストラクター

清水武 氏

体操講師

無料 20名（先着順）

1月6日（木）～1月21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。

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！

当日も連雀コミセン・新川中原コミ
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。

オンライン体操って？ 初めてでも大丈夫？

体操当日うまくいくか不安…

1月 2 9日（土）11時30分～12時【参加必須】

第2弾

家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」ボランティア養成講座
家庭訪問型子育て支援ホームスタートをご存じですか？

子育て経験があり、頑張って子育てしている親たちのお手伝いをしたい！と思っている方向けの講座です。

日時：令和４年1月17・24・31日、2月7・14・21・28日（月曜・全7回）9時30分～16時30分

対象：三鷹市在住の方で子育て経験のある方、あるいは保育施設等で勤務経験のある方＜全ての講座に参加することが修了の条件です＞

修了後、ホームビジター（ボランティア）として活動をしていただきます。

費用：無料 場所：みたかボランティアセンター 定員：8名（申込制・先着順）
N P O 法 人 子 育 て コ ン ビ ニ

☎ 0422-41-7021平日10時～15時

✉ h-start@kosodate.or.jp問合せ：みたかボランティアセンター ℡0422-76-1271 申込みはこちら

定員 各回7名まで

Tel：0422-76-1271 Fax：0422-76-1273

Mail：chiiki@mitakashakyo.or.jp



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！

牟礼3丁目にある《牟礼の里公園》は市内最高標高地点（標高65.6m）付近に位置しているんだ。富士山

が見える眺望のよい南西向きの斜面地にあり、園内には梅林、竹林、栗林や林下のコケなども自生する

自然庭園となっているんだよ。珍しい将棋の彫刻もあり、市民の憩いの場として愛されているよ。

※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。

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11月現在》K.H様、M.S様、K.O様、M.K様、T.Y様、他匿名。

No.59

週1回位(第一希望は
木曜午後、第二は水
曜午後)、もしくは
隔週でもOK

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

80代男性のお話相手。
杖歩行、身体介助はあ
りません。

お話相手

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

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。

男女不問、18歳以上、
相手に寄り添える方。

本人自宅周辺

（新川5丁目付近）

詳細は決定後相談

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。

■クリスマスカード・年賀状

メッセージカード募集■
名刺サイズ～ハガキサイズ

東部地区担当の
菅谷がご案内

します。

■未使用の折り紙募集■

綺麗に縫っていただきました！

いつもありがとうございます！

次は
菊のパーツが
欲しいわ 自分たちで

折り紙パーツを

作って

壁画作成を

積極的に行っている

ところで

役立ててほしいな

牟礼地区で活動をしている健康マージャン《南天クラブ》では
現在会員を募集しています！
初心者OK！麻雀を通じて介護予防に取り組みませんか？

● 活動日時：第1・3木曜日 13時～15時

● 主な活動場所：三鷹市まちづくり交流会(牟礼6-25-23 都営三鷹牟礼6丁目団地内)

● 会 費：入会金1,000円/月1,600円 問合せ：みたかボランティアセンター 電話 0422-76-1271

点訳ボランティアグループ
「きつつき会」では、

令和4年度版の点字カレンダーを
作成しました。
七曜表のほかに、

日の出・日の入りの時刻や
楽しい読み物

《相撲豆知識》を載せています。

希望する方には、全国無料配送します。
お知り合いの視覚障がい者の方に、

このカレンダーのことを
お知らせください。

点字カレンダーを

全国無料でお届けします

申込み
みたかボランティアセンター
Tel ０４２２－７６－１２７１

①施設内ウォーク
ラリー用クイズ
の原案

②簡単なPC作業

①クイズ原案
②A4サイズ用紙に問題・
答えを各1枚ずつ入力し要
請施設へメール送付する。

①いつでも
②月末にクイズ原案
を一か月分まとめて
依頼をします。

ご自宅にて

男女年齢不問。
①メール、FAX、事務局
にて受付。
②ご自宅にPC、メール
アドレスのある方。

東部地区
牟礼1～7丁目
北野1～4丁目

ご持参前にかならず『みたかボランティアセンター』までご連絡ください。TEL:0422-76-1271

皆様から頂いた寄贈品は、ボランティアグループや自主グループにて有効に使わせていただきます。寄贈のお願い
◎アルコール ウエットティッシュ◎

最新情報は、三鷹市社会福祉協議会ホームページ
https://www.mitakashakyo.or.jp/ ボランティア募集をご覧ください。

https://www.mitakashakyo.or.jp/

