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ボランティア
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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。

『発達障がいの子どもたち 適切な支援とは？』

■日 時 令和3年9月30日（木）14時～16時

■会 場 みたかボランティアセンター(上連雀8-3-10)

■受講料 無料

■講 師 橋本 創一先生（東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンター教授）

■定 員 20名（先着制）
■対 象 発達障がい分野のボランティア活動に関心のある方

■申 込 ９月24日（金）までに、みたかボランティアセンターへ
①氏名②住所③電話番号④メールアドレス

⑤年齢を電話・FAX・メール・直接来所にてお伝えください。

■問い合わせ みたかボランティアセンター
Tel：0422-76-1271 Fax0422-76-1273
E-mail：chiiki@mitakashakyo.or.jp

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって中止となる場合があります。

★ふろしき市 9月25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 9月25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
センターに来所された

Aご婦人より
クイズのおくりものです！

例：日＋一で 《目》

②

例：大人気(だいにんき・おとなげ)

①：

脳トレクイズ、募集中！ みたかボランティアセンター Tel：0422-76-1271 Fax0422-76-1273
E-mail：chiiki@mitakashakyo.or.jp

お手紙、メール、
FAXでお待ちしてます！

デイサービス・エバーグリーン三鷹新川ビレッジさんでは、寄贈された折り紙
パーツを使い、講師を招いて壁画作成を行いました。皆で組み合わせやバラ
ンスを考え、こんなに立派な壁画が完成しました！

『うちのデイでもやってみたい！』

『これなら利用者さんも出来そう！』

折り紙パーツが必要な施設さんがいらっしゃいましたら、

みたかボランティアセンターまでご連絡ください。

※折り紙パーツをご寄付していただける方は
一度みたかボランティアセンターまで

ご連絡をください。あわせてタオル(新品・使用洗濯済)や
消毒用布、ハギレが
必要な施設さんも

ご連絡お待ちしております。

問合せ：みたかボランティアセンター
℡ 0422-76-1271

問合せ：みたかボランティアセンター 0422-76-1271

ボランティア
連絡協議会

からのお知らせ

①例：白、田、旧、甲、由、申、などなど
②例：一声(いっせい・ひとこえ)、一寸(いっすん・ちょっと)、仮名(かな・かめい)銀杏（いちょう・ぎんなん）

市場（いちば・しじょう）、人事（じんじ・ひとごと）二重（にじゅう・ふたえ）などなど230種類以上！

ミニミニ広場宛名貼りなど
長年ボランティア活動に

貢献していただいてるＹ氏より
11年前のミニミニ広場を
見せていただきました。

チャリティーコンサートや
施設で学生を招いての体験
学習、福祉教室など沢山の
イベントがありました。 当時はカラー

ペーパーに
白黒印刷でした。

福祉映画祭では命を題材にし
た『ブタがいた教室』を上映、
入場者は462名、売上額555，
600円でした。



自宅でボランティアしませんか？

募集

※折り紙作品は現在募集
ストップ中です。

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。

地 域 レ ポ ー ト 新中地区No.56

■雑巾、使い捨て手拭き■
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

敬老の日のお祝いカード大募集！

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。

新中地区担当の
小池がご案内します！

未成年の方は保護者の承諾を
必ず得てください！

新川・中原 ※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。

※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。

問合せ みたかボランティアセンター
℡：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

●A４コピー用紙 ●家庭用冷蔵庫。

問合せ：みたかボランティアセンター ☎ 0422-76-1271

活 動 日：毎週月曜日 10時～

場 所：新川３丁目地区公会堂（新川3-20-18）

お れ ん じ ド ア

パートナーさん、運営ボランティア募集中！

参加者の方への前日連絡、当日のお手伝いなどお願いいたします。

持

◎ご協力、寄贈ありがとうございます。《R3年8月現在》K.I様、I.I様、M.N様、M.K様、M.I様、他匿名多数◎

沢山のご寄贈

ありがとうございました！

お問合せ みたかボランティアセンター
TEL：0422-76-1271

お話し相手

【内容】
60代女性宅の訪問、お話相手。
活動日前日、ご本人へ訪問時間確認
連絡もお願いします。

【日時】
火曜日から土曜日の間で週1回位、
1時間～。時間帯は応相談。

【場所】
ご本人の自宅(新川)、もしくは近くの
喫茶店や公共施設。天候によって当日
変更あり。

【備考】
女性希望、18歳以上。物忘れがある方
ですが、他は自立されています。
コミュニケーションなど対人関係等
問題ありません。

デイサービスにて囲碁
将棋、麻雀のお相手

【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。

個人

【内容】

個人の方のお散歩の付き添い、見守り。

【日時】

水曜日の午後以外、30分間位。

【場所】

本人自宅周辺（新川5丁目付近）

【備考】

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。

お散歩の付き添い、
見守り（車椅子介助）個人 高齢

知的障がいのある方の
体操のお手伝い

障がい

【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

障がい
主に身体障がいのある方の

日中活動サポート

【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。

精神障がいをもつ方の
作業のお手伝い障がい

【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。

視覚障がいのある方の
テニスサークル活動のお手伝い

障がい

【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。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。

その他

【内容】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。

【日時】ボランティアさんのご都合の良い日時で応相談。

【場所】特別養護老人ホーム 三鷹げんき(大沢4-10-5)

【備考】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)

施設周りの雑草取り・植栽等

早朝、夕方のお散歩ついで
にお水やり！

健康のため雑草取りの
ボランティア！

寄付のお願い

自主グループ紹介

っしょい

“認知症のある人”と“これから認知症になる人”
とが、一緒にこれからのことや自分の想いを語り
合い、理解を深める居場所です。
会場まで来ることが少し難しい方、日時を忘れて
しまう方に声かけして一緒に参加してくれる「パー
トナー」さんや、運営に協力してくれるボランティア
の方も募集しています。

☆どなたでもお気軽にご参加ください☆

活動日：第１土曜日 10時～13時頃
場 所：中原地区公会堂（中原4-5-13）
講 師：伊藤寿恵先生（元FM大阪、朝日放送パーソナリティー）

問合せ先：みたかボランティアセンター☎0422－76－1271

ご興味のある方、

お待ちしております‼

【朗読グループ】

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。

できたばかりの、フレッシュなグルー
プです。みんなが和気あいあいと活動し
ています。「本を読むのは好きだけど、
人前で声を出すのは苦手・・・」「滑舌
が悪くて・・・」という方も先生が優し
く指導してくれます。
活動中はマスクやフェイスシールドで

しっかりと感染対策を行っています。
一緒に活動してくれる方を大募集中で

す。まずは見学だけでも、気軽にいらし
てみませんか？


