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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。

問合せ：みたかボランティアセンター ☎0422-76-1271

★ふろしき市 ７月31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 7月31日（土）13時～ みたかボランティアセンター２F★

～夏！体験ボランティア2021 in みたか～

「夏！体験ボランティア」は、毎年子どもから大人までボランティア活動を

はじめるきっかけとして、夏休みの期間に開催しています。 昨年度は、新型

コロナウイルスの影響で中止となりましたが、今年度はみなさまに少しでも

ボランティア活動に参加してもらえるよう、コロナ禍でも参加できるプログ

ラムを考えています！

問合せ：みたかボランティアセンター ℡ 0422-76-1271

やろうよ！

～夏！体験ボランティア2021 in みたか キッズ向け！夏休みの宿題にもなる？！

こどもぼうさいと一緒に楽しく防災について考えてみよう！～

「夏！体験ボランティア」のプログラムとして、今年は防災イベントを行います！

「防災団体 やろうよ！こどもぼうさい」と一緒に親子でも、お友だち同士でも参加

してみませんか？いつ起こるかわからない災害について、この夏休みの期間をきっか

けに考えてみましょう。小学生の皆さん、ぜひ参加をお待ちしています。

詳細については、７月初旬頃に社協HP・Facebookに掲載しますのでご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止の可能性もあります。

問合せ：みたかボランティアセンター ℡ 0422-76-1271

障がい者も一緒に働く自然食堂で精神障がいについて

「一緒に考える」から始めよう。

みたボラキャラクター

♡ミーボ♡

コロナ下でも活動しています

参加した子どもたちの作品（一部）
（東多世代交流センターフェンスに展示）

ペーパーグライダー
（手投げ式）

登録団体活動紹介 ！

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

キッチンペーパー
団体活動時の消毒用です。

寄付のお願い
皆様から頂いた寄贈品は

有効に使わせていただきます。
封 筒
団体活動に使います。

市内中学生は

みたボラ
（みたかボランティア手帳）

を使うチャンス！



広報紙「ミニミニ広場」配達のお手伝い

デイサービスにて囲碁、将棋、麻雀のお相手 お散歩の付き添い、見守り

知的障がいのある方の体操のお手伝い精神障がいをもつ方の作業のお手伝い

視覚障がい者の方による篠笛演奏の撮影主に身体障がいのある方の日中活動サポート視覚障がいのある方のテニスサークル活動のお手伝い

デイサービスにて利用者さんのお話相手 デイサービスでのお手伝い

自宅でボランティアしませんか？

【内容】みたかボランティアセンターの広報紙

「ミニミニ広場」の配達

【日時】毎月20日位～月末の都合の良い時間

【配達地区】

★井の頭2.3丁目（約35件）
★新川4.5丁目(約30件)
★下連雀3.4丁目(約35件)

【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】月曜日～金曜日 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】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。

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

【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。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。

※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 TEL ０４２２－７６－１２７１ FAX ０４２２－７６－１２７３ mail 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

不用品の布、画用紙等を利用した在宅ボランティアの募集です。
※沢山の折り紙作品ありがとうございました！今月は一時ストップします。

出来上がった品物は《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。

【内容】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

【日時】毎週火曜日 17時20分～18時30分

【場所】北野ハピネスセンター（北野１－９－２９）

【団体】ジャンピングラビットクラブ

【備考】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

【内容】デイサービス(認知症対応型通所介護)にて利用者
さんの機能訓練散歩のお手伝い。
車椅子のご利用者もいらっしゃいます。

【日時】午前中※曜日は要相談

【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。車椅子を押す体力のある方。交通費支給

【内容】視覚障がいのある方による篠笛をボランティアさ
ん所有の機材で撮影その後動画共有サービス
YouTubeに投稿をお願いします。

【日時】土日祝12時～30分位(応相談)

【場所】井の頭自然文化園付近※事前に場所の詳細をお伝
えします。

【備考】男女年齢不問。YouTubeに投稿できる機材(スマー
トフォン等)をお持ちの方。交通費応相談。

【内容】メンバーの日中活動における介助やサポート

【日時】月曜日～金曜日 10時～16時

【場所】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）

【備考】男女不問、年齢応相談。

【内容】デイサービスにて利用者さんとのお話しや、レクリ
エーションをお願いします。

【日時】応相談（月曜日～土曜日）

【場所】エバーグリーン三鷹新川ヴィレッジ
（新川6-1-10）
三鷹第一小学校前バス停下車、徒歩1分

【備考】男女不問、中学生以上

地 域 レ ポ ー ト
井の頭1~5丁目

「夏の思い出」「雪の降るまちを」などで知られる作曲家、中田喜直

は、昭和20年代三鷹で暮らしており、有名な童謡「ちいさい秋みつけ

た」のメロディーは井の頭恩賜公園を散策していた時にうまれたんだ。

井の頭地区No.54

■雑巾、使い捨て手拭き、洗濯済シーツ
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。

■メッセージカード(名刺～はがきサイズ)
施設の利用者さん達にお渡しするメッセージカードの募集です！

お名前やメッセージを記入するための余白を残してください。

ご協力、寄贈ありがとうございます。《R3年5月現在》K.I様、M.Y様、Y.Y様、G様、T様、Oハウス様、ピア大沢様、O様、他匿名多数。

沢山のご寄贈ありがとうございました！

5月は高齢者施設4ヶ所、障がい者施設4ヶ所、

児童施設6ヶ所に寄贈しました。

『未使用タオル』は
保育園や児童施設での
需要が高いです。

前号でご紹介した《のがわポールウォーキング》

は参加費無料 です！誤→600円 正→無料

訂正の
お知らせ

ご迷惑をおかけしました。

井の頭 シルバー体操会

【内容】個人の方のお散歩の付き添い、見守り

【日時】応相談。30分～1時間位

【場所】本人自宅周辺（下連雀4丁目付近）

【備考】杖歩行の80代の女性です。

男女年齢不問、付き添いが出来る
体力のある方。

【内容】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。

【日時】月曜日～金曜日 13時～16時 ※日時応相談

【場所】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

【備考】男女不問、18歳以上
NEW

デイサービス エバーグリーン
三鷹新川ヴィレッジ様より寄贈
した折り紙パーツを使った作品
のお写真を頂きました。
お礼状もありがとうございます！

NEW

登録団体紹介

ハートウォーミングは心の病を体験した当事者が運営企
画をしている任意団体です。心の病は、現在490万人を超
えると言う病気です。JR中央線の一つの車両に一人は居る
という計算になります。いつだれがなってもおかしくない
病です。
ハートウォーミングでは同じ病を体験した人達が共感で

きる場をもつことによって、互いに思いやり、互いに
成長していき、純粋に回復を目指していく事を目的として
集まっています。心の病や難病、他の障がいをお持ちの方
でも気軽に立ち寄れる場、あらゆる問題に対して共感しあ
い、解決することも目指しています。

一人で悩まないで心を開いてみませんか。
楽しい個性豊かな仲間たちがまっています。

この場で話した事は一切口外しませんのでご安心ください。

開催日時 毎月第４土曜日 13時～15時30分
場 所 みたかボランティアセンター
年 会 費 1,000円
連 絡 先 みたかボランティアセンター 0422-76－1271

日々のご支援誠にありがとうございます。
今回は事務所にお問い合わせいただくことの多いご質問の１つ、

”提供希望の具体的な品目は？”

のご質問にお答えします。

希望が多い順に

お米・パックご飯＞カップ麵・袋めん＞パスタソース＞
即席みそ汁・スープなどの汁物＞レトルト食品

となります。
やはり主食となるご飯・麺類は常に数多く提供することが多い食品で、

食品在庫が尽きかけることも多々あります。
お米は事務所に精米機を常備していますので、

玄米でのご寄付も受け付けています。
寄付食品や寄付方法について、何かご質問がありましたら

お問合せください。
どうぞよろしくお願いいたします。

【連絡先】☏：080-5545-1169（電話は開所日のみつながります）
開所日：月・木曜日 10時～16時 土曜日 10時～13時

※7月より土曜日は閉所となります。
mail ：foodbankmitaka@gmail.com

食品の寄付を
お願いします！

運動をしない日常に慣れてしまい疲れるこ

とが増えた、生活リズムの乱れが気になる、
と感じていないでしょうか。元気な日常を取
り戻そうと、４月に６５歳以上の男性限定運
動サークル『井の頭シルバー体操会』が立ち
上がりました。脳とからだのリラックスを目
的として全身のストレッチを行います。また、
日常あまり意識して動かすことが少ない筋肉
へのアプローチなどでからだのバランスを整
えながら、軽い有酸素運動で額にうっすら汗
がにじむのを心地よく味わっていただきます。
“きついなあ”と話しながらも、皆さん休ま
ず笑顔で参加が続いています。定期的な運動
は筋肉の衰えを予防しますので、この機会に
始めてみましょう。

日 時・・毎月第2/4火曜日 14時～15時

場 所・・井の頭コミュニティセンター

新館2階会議室（井の頭2－32－30）

指導者名・フィットネスインストラクター

山路 陽子 氏

レッスン料・１回／500円

事務費・・年200円（初回のお支払い）

募集数・・若干名

申込先・・みたかボランティアセンター

📞0422-76-1271

未成年の方は保護者の承諾を必ず得てください！重要


