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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。使用済み切手・ベルマーク・書き損じはがき・物品寄付

寄 付 者 名 簿(2020年1月～12月)

❖ふろしき市 3月27日(土) 10時～13時(市議場棟下)❖
雨天中止・感染症状などにより中止の場合あり

❖世話人会 3月27日(土) 13時～ (ボランティアセンター2F)❖

三鷹周辺の多分野にわたる『ひきこもり』にかかわる支援団体が集います。
お申し込みの際に聞きたいことや問題関心等をお寄せください。当日進行にいかします。

新型コロナ感染症への対策から、急遽オンラインのみの実施にいたしますが、
参加団体ではそれぞれ個別に相談を承っています。ぜひそれぞれの団体にご連絡ください。

日時：2月27日(土) 14時よりオンラインにてライブ配信(2時間前後を予定)
内容：①参加団体の紹介…団体のこと、支援活動のこと

②事前にいただいた質問等への回答を軸にトークセッション

※配信は、ウェブ会議ツール〈Zoom〉を利用します。ご参加のみなさまのプライバシー保護の観点から、
ビデオをOFFにしていただくことをおすすめします。

※お申し込みの方にはEメールで事前に招待URLをお送りします。
※当日配信する団体紹介とトークセッションを録画し、後日YouTubeにて配信することを予定しています。

寄付のお願い☆彡キッチンペーパー(団体活動時の消毒用)

☆彡アイロン(立寄りサロンにて手芸用に使います。※ご持参前にお問い合わせください。)

皆様から頂いた寄贈品は有効に使わせていただきます。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

寄 贈 に つ い て

みたかボランティアセンターに寄贈された物品は、必要とする施設や地域で活動しているボランティア団体に

お渡ししています。物品の寄贈をご希望される方は、みたかボランティアセンターにお電話にてご相談ください。

また、特定の施設へ寄贈をご希望される方は、直接施設にお問合せください。

【特定非営利活動法人 楽の会リーラ】
ひきこもり家族会
「学習会、グループ・個別相談と社会参加支援」
http://rakukai.com/

【三鷹市生活・就労支援窓口/社会福祉法人 新栄会】
生活困窮者自立支援法における、自立相談支援(就労準備支援事業)
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/051/051206.html

【特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク】
学校制度外・地域ベースの発達補償と社会参加・就労支援
https://www.npobunka.net/

【社会福祉法人 巣立ち会】
若年層からあらゆる年代対象。
精神科医療・福祉との強い連携
http://sudachikai.eco.to/

【特定非営利活動法人 ウイッシュ・プロジェクト】
カウンセリングやワークショップ・セミナー・ひきこもり支援
http://www.wish-p.jp/

【社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会】
ひきこもり当事者及び家族の支援
家族会や本人の居場所づくり、社会参加のお手伝い
https://www.mitakashakyo.or.jp/

【三鷹アウトリーチ事業/株式会社 M.Crew】
精神障がい、その他の理由によりひきこもっている方への訪問支援
HP作成中・お問合せは 0422-24-7400

第二弾をYouTubeにて配信予定(3月中を予定しています)①第一回目の記録。②みなさまから寄せていただいたご意見をもとに、今回の参加者でトークセッション。
※今回お申し込みの方には、いただいたEメールへ追ってご案内いたします。

➢使用済み切手（敬称略・順不同）
（事業所・団体・企業）
牟礼笑楽会 四ツ葉ときわクラブ 大沢福寿会 介護保険課 企画経営課 契約管理課 高齢者支援課
広報メディア課 生涯学習課 障がい者支援課 地域福祉課 保険課 三鷹駅前市政窓口 三鷹台市政窓口
子ども発達支援センター 元気創造プラザ シルバー人材センター まちづくり三鷹 三鷹市職員労働組合
大沢コミュニティ・センター 井の頭コミュニティ･センター 井口コミュニティ・センター 民生児童委員
第二小学校 第三小学校 大沢台小学校 第二中学校 三小学校学童保育所B 大沢地域包括支援センター
福祉センター 駅前立寄りサロン 新中立寄りサロン セコム㈱TEセンター・SCセンター
日本ケンタッキー･フライドチキン㈱広報部 三鷹上連雀郵便局 名取屋興産㈱ フェリエドゥ三鷹 ㈱アッサム
㈱AZUMA東葬祭 ケアプランなのはな菅生政子 下田労務管理事務所 東京三鷹ライオンズクラブ
三鷹商工会女性部 おむすび倶楽部 Human Loop・人の輪 アリスみたか（三鷹市ひとり親家庭福祉会）
電話訪問員 みたか紫水園 三多摩平和運動センター 三鷹トリム体操クラブ

（個人）（敬称略・順不同）
伊関律子 尾形邦子 音田大樹 江嶋 大山英津子 大滝 大木勲上原直美 小高公久 河添 菊池百合子
小嶋かおる・唯花 小林智子 木部澄恵 葛岡重子 栗本博史 小林 川又馨 葛原みずゑ 酒井孝太郎
佐藤冨壽子 鈴木真理子 斉藤文子 佐々みち子 鈴木和子 佐藤富美子 寺島令 髙橋恵美子 西本 中田稚子
中村三男 羽山みち代 長谷川サザネ 張村節子 船田幸恵 星野和子 モチヅキ 三谷 松前安子 門間 増田
山口博範 吉田昌宏 吉野壽夫 山浦倫子 匿名60件

➢書き損じ・未使用はがき、未使用切手（敬称略・順不同）
三鷹市老人クラブ連合会 東京三鷹ライオンズクラブ 小高公久 船田幸恵 千麻裕実 佐々みち子 吉田昌宏
匿名2件

➢ベルマーク（敬称略・順不同）
セコム㈱TEセンター 東京三鷹ライオンズクラブ 三鷹トリム体操クラブ 新中立寄りサロン 吉田昌宏 岩柳
尾形邦子 菊池百合子 大木勲 門間 佐々みち子 池田 髙橋恵美子 匿名2件

➢物品寄付（敬称略・順不同）
国際ロータリー第2750地区 粒良園枝 近藤ひとみ 荒井 永田 石田誠 津尾愛一郎 江川英子 木下久美子
今村知子 榛澤君世 植松千江 矢口 稲生 草薙 古神子 池田 匿名2件

◎令和3年度ボランティア保険・行事保険の加入について◎

令和３年度ボランティア保険・行事保険の申込みを3月8日(月)より受け付けます。活動予定がある方は、
忘れずに加入手続きをお願いします。
なお、令和３度から基本コースAプランについては、300円から350円に金額が変更になりますのでご

注意ください。
問合せ みたかボランティアセンター TEL：０４２２－７６－１２７１

RDD オンライン診療 ２０２１
日 時：３月７日(日)１３：００～１６：３０(予定)
テーマ：難病とオンライン診療
会 場：Zoom(オンライン)開催
参加費：無料

❖参加申込み方法(事前申込みが必要)❖
RDDオンライン診療ホームページ内の

【お申込み・お問合せ】より
必要事項を記載の上、お申込みください。

https://enkakutokoton.jimdofree.com/

問合せ）難病カフェ こまったゾウ ✉enkakutokoton@yahoo.co.jp

mailto:kyodonet@npobunka.ne
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みたかボランティアセンターの広報紙

「ミニミニ広場」

★配達ボランティア大募集中★

★雑巾、使い捨て手拭き★洗濯済シーツも募集！
(消毒用、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。

【内容】広報紙の配達。

【日時】毎月20日位～月末の都合の

良い時間。

【配達地区】

★お誕生日カード(名刺～はがきサイズ)★
施設の利用者さん達のお誕生日にお渡しする誕生日カードの募集です！
お名前とメッセージを記入するための余白を残してください。

禅林寺には駅周辺地区にゆかりのある太宰治のお墓があるよ。
三鷹車輌センターと中央線をまたぐ跨線橋(通称・陸橋)からの
景色は映画やドラマのロケ地としても有名だよ。

上連雀１～５丁目・下連雀１～４丁目駅周辺地区

★季節の飾り＆パーツ★
棚に飾れる程度の大きさや、簡単に
ぶら下げられるもの。
大きな作品を作るためのパーツ(ノリや
テープで貼れる折り紙等で作ったもの)
も募集中！
同じ形が沢山あると利用しやすいです。

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

下連雀6丁目(約25件)
新川3.6丁目(約30件)
新川4.5丁目(約30件)
大沢2.6丁目(約25件)
大沢4.5丁目(約25件)

■精神障がいをもつ方の
作業のお手伝い■

【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～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】必ず職員が近くにおりますの
で丁寧に教えます。

■デイサービスでのお話相手■

【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

(英語圏出身の女性)とのお話。
日本語も話せますが、英語で
話されることが多いです。

【日時】毎週火・木曜日 14時～15時

【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。英会話のでき
る方を募集しています。
交通費支給。

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

■視覚障がいのある方のテニス
サークル活動のお手伝い■

【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。

出来上がった品物、作品は《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。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって変更があります。

【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。

■視覚障がい者の方による
篠笛演奏の撮影■

【日時】土日祝12時～30分位(応相談)

【場所】井の頭自然文化園 動物園の裏
(玉川上水の近く)
※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。

自宅でボランティアしませんか？
不用品の布、ハガキ、画用紙、折紙等を利用した在宅ボランティアの募集です。

ご協力、寄贈ありがとうございます。《R3年2月現在》M.K様、M.T様、K様、E.K様、H.K様、Y.M様、K様、N.M様、他匿名多数。

施設のみなさまへ
使い捨てゴミ箱、

使い捨て雑巾、飾り等

必要なもの、作ってほしいもの

がありましたら

ご連絡ください！！

駅周辺地区担当の
堀江がご案内します。

開催日 毎月第２・４金曜日 午後２時～３時

会場 三鷹駅前コミュニティ・センター（下連雀3-13-10）

参加費 １回300円

持ち物 動きやすい服装・靴、飲み物

問合せ
みたかボランティアセンター（0422-76-1271）
参加希望の場合はまずはご連絡ください。

さ わ や か 体 操

「さわやか体操」は、2018年市主催はつらつ体操教室のメン
バーを主として始まった体操グループです。新型コロナウイルス
により講師が来れなくなってしまった時も、別のグループで講師
をしていた野口先生（さくら整骨院）を迎え、活動を続けている
たくましいグループです！
野口先生の体操は筋力アップを目指す体操。「スクワット、ワ
イドスクワット、そこから10秒キープ！」などなど、参加者は
「ふーふー」言いながらも楽しみながら筋肉をしっかりつかって
動いています。
しっかり運動したい方におすすめです。気持ちよく汗をかきま
しょう。まずは見学にお越しください！

脱！
運動不足！

活 動 の 様 子

講師の野口先生
鍼灸師・経絡ヨガインストラクター

★新型コロナウイルス感染防止のため、参加の際には事前の検温・
体調確認の上、当日は手指消毒、マスクの着用をお願いいたします。

革小物教室 三鷹

１）革小物とは何か？

ペンケースや小銭入れなど革でできたモノ。大きな機械や
場所をとらずに、自宅で一人で工作ができるのが特徴。

２）どういう会か？

革小物を自作して楽しむ人の会。
ひとりで出来るまで学び合います。
経験者の先生を囲み、指導を受けます。
初めての人は簡単な体験をしていただきます。
会員は、入会して月謝を払い月例会に参加します。

３）月例会の参加者はどんな人？

体験会で様子をご覧になってください。
昨年9月に始まって、現在9人の会員がいます。
三鷹市在住、多摩地域在住が半々、老若男女多彩です。
月例会では、自分が作りたい作品の指導を受けて作ります。
個人教授をうける感じです。欠席も早退も自由です。

４）将来何ができる？

今は全員初心者ですが、2年で大きいモノも作れるらしいです。
作ったら他人に提供したり、バザーに出したりできますね。
ゆくゆくは、初心者を教えることができますね。
家にこもっている人、障がいのある人にも教えることができますね。
作る人同士の交流、講習会の指導に行くこともできるでしょう。

５）withコロナの時代に向く？

家にこもっていても手や頭を使い活動できます。
会の活動によって、元気に過ごす人を増やせます。
作品を差し上げれば喜ばれます。人の輪ができます。

そんな会にあなたもお出になりませんか。お待ちしています。
・・・・・・入会金：1,000円/月会費：3,000円・・・・・・

連絡先：電話 ０８０－１２２５－４４８５
メール kiichihori2530@gmail.com
代表 堀池 喜一郎

自分のペースで
革細工を

学んでいます。

■認知症の方々の集いの場
お手伝い■

【内容】参加者への開催日時連絡、
会場までの付き添い。

【日時】月1回(不定期)

【場所】新川三丁目地区公会堂
(新川3-20-18)

【備考】電話とメールで連絡のやり
とりをします。

新川・中原地区で活動を行って
いる当事者グループです。

このパーツを利用して、桜の壁画ができるね！
ボランティアKさんのアイデアです、ありがとうございます！

貼るだけでも手のリハビリにもなるね。

６ 《 ？

！ 》

インターネット教材を共に視聴し、共に考え、学び、意見交換
をしませんか？
「大人の寺子屋」は、知識を増やすだけではなく積極的に語り

合う場です。「知」でつながった寺子屋でできた仲間との縁をつ
なげ、アクティブ・シニアの皆さんの好奇心を満足させる場です。

日時：3月6日（土）13:30-15:00
定員：20名（先着順）
場所：ZOOM会議室
主催：大人の寺子屋・三鷹
協力：三鷹市社会福祉協議会

問合せ） otonanoterakoyamitaka@gmail.com

参加希望者は2月25日までに上記メールにご連絡ください。
今回はZOOMを使ったオンライン勉強会のため、ご招待メールを
返信します。

新しく【みたかボランティアセンター】に登録した団体のご紹介

mailto:kiichihori2530@gmail.com

