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 子どもの居場所づくり講座「子どもの声を聴く場づくり」 
 

日 時：平成29年10月25日（水）～11月22日（水）【全５回】毎週水曜日 

     午後６時30分～午後８時30分（ただし、11月8日のみ午後７時～午後９時） 

会 場：みたかボランティアセンター２階会議室 

受講料：５００円（社協会員３００円） 

定 員：３０名（申込者多数の場合は抽選） 

対 象：三鷹市内在住・在勤・在活動者で、子ども支援のボランティア活動に関心のある方 

申込み：10月２日（月）～10月20日（金）に、電話、FAX、メールにて、①名前②年齢③住所 

            ④電話・FAX番号⑤メールアドレス⑥保育の有無及びお子さんの年齢⑦受講動機、質問
等 
          についてお伝えください。 

申込・問合せ先：三鷹市社会福祉協議会 ボランティア・地域福祉推進係 

                        TEL 0422-76-1271    FAX 0422-76-1273 
                      メールアドレス chiiki@mitakashakyo.or.jp 

介護予防ボランティア養成講座 
 
日 時：平成29年10月３日、１０日、１７日、３１日【全４回】毎週火曜日 
    午後１時30分～午後3時30分 
    （および10月4日～10月30日の間に体験実習１日） 

会 場：みたかボランティアセンター２階会議室 

受講料：無料 

定 員：２０名（申込者多数の場合は抽選） 

対 象：三鷹市内在住・在勤・在活動者 

申込み：９月２６日（火）までにに、電話、FAX、メールにて、①名前②年齢③住所④電話・FAX 
    番号⑤メールアドレス⑥ボランティア経験の有無（有の場合は活動内容）⑦受講動機に
つ 

    いてお伝えください。 

申込・問合せ先：三鷹市社会福祉協議会 ボランティア・地域福祉推進係 

                        TEL 0422-76-1271    FAX 0422-76-1273 
                      メールアドレス chiiki@mitakashakyo.or.jp 

☆介護予防に興味がある 
☆地域で何か活動したい 
☆一緒に活動する仲間が欲しい 
  という方、お待ちしています！ 

 
 

１０月１９日（土） 

・ふろしき市 午前１０時～午後１時（市役所議場棟下） 

１０月２６日（土） 

・世話人会 午後１時～２時（ボランティアセンター２階会議室） 

・３０周年記念事業実行委員会 午後２時～４時（ボランティアセンター２階会議室） 

【問合せ】                 
三鷹市社会福祉協議会 総務係 募金委員会事務局  
TEL ０４２２－４６－１１０８ 

基本からはじめる 

点字講習会 

～毎週金曜日の連続１０回講座～ 

１０月４日（金）～１２月６日（金） 
午前１０時～正午 

場所：みたかボランティアセンター 
受講料：２，８００円 
（みたか社協会員 ２，６００円） 
※点字器、教材費、点字用紙代1,800円を
含みます 
定員： ２０名（先着順） 

講師： 館 佳子さん（厚生労働省認定点
字技能師、日本点字図書館点訳奉仕員） 

対象： 点字を覚えたい方、点訳ボランティ
アに興味のある方（市内在住、在勤、在学、
在活動者優先） 

申込方法： ８月１９日（月）～９月１７日
（火）に電話またはFAXでお申し込み 

日時：10月5日（土）12時30分～14時30分 

場所：三鷹市市民協働センター 
  （三鷹市下連雀4-17-23） 
＊「第18回みたか市民活動・NPOフォーラム」会場 

フードバンクみたか 

どのような食品を受け付けているの？ 
  未開封で、賞味期限が11月1日以降のもの。 
  常温保存可能なもの。 
  パックごはん、アルファ米、缶詰（肉、魚、果物など）、イン    
スタント食品、乾物（乾麵、海藻など）、レトルト食品、嗜好品
（菓子、コーヒー、お茶など）、（食用油、醬油、味噌、塩、砂糖
など） 
＊お米、生もの、とろみ調整食品は受け付けておりません。 
＊賞味期限が過ぎたものは、お持ち帰りいただく場合がございます。 

フードドライブってなに？ 

ご家庭で余っている未開封の食料品を持ち寄り、必要と 
している個人・団体などに寄付する活動です。 
お持ちいただいた未開封食品は、「フードバンクみたか」を
通じて三鷹市生活・就労支援窓口または三鷹市社会福祉協議
会が福祉団体や個人などに提供し、活用します。 

フードドライブって 
なに？ 

お問合わせ先：フードバンクみたか 
電話：０８０－５５４５－１１６９ 
Email：foodbankmitaka@gmail.com   
Facebook：「フードバンクみたか」で検索 

食品の寄付をお願いします！ 

日時 １０月５日（土）午後１２時３０分～２時３０
分 

場所 三鷹市市民協働センター（下連雀４－１７－ 
２３）※「第１８回みたか市民活動・NPOフォー
ラム」会場 

場所：三鷹市役所 正面広場（野崎１－１－１） 
問い合わせ：社会福祉法人 朝陽学園 〒１８１－００１５ 大沢２－４－１ 
 TEL ０４２２－３２－６２３４（電話受付時間 午前１０時～午後５時） 

チャリティーバザー物品の寄付をお願いいたします 
 
 

食品（缶詰、贈答品、レトルト食品、調味料等）、日用品（台所用品、洗剤等）、雑貨、新品の衣料品雑貨（タオル、
ハンカチ等）、中古ＣＤ、中古本など 
 

※寄付物品は、寄付者様のご負担での郵送、または直接学園にお持ち頂きますようお願いいたします。 
※寄付物品は１０月２０日（日）まで受け付けます。 

日時：１０月２６日（土） 午前１０時～午後２時   
 ※雨天延期 １０月２７日（日） 

開 催 日 ：①１０月２１日（月）②１０月２３日（水）③１０月２８日
（月）～１１月８日（金）のうち平日の１日。①・②は午後６時３０分～
８時３０分。③は午前９時～午後４時（予定） 
 

内  容 ：①うつ病を知る 講師 菊池健氏（井之頭病院院長） 
②うつ病の人を支援する～当事者の体験から学ぶ～  
講師 田尾有樹子氏（社会福祉法人巣立ち会理事長）、 
当事者（巣立ち会ルポゼ利用者） 
③施設実習～実習を通じてうつ病の理解を深める～（希望者の
み） 
※三鷹市委託事業 
 

会  場 ：①②元気創造プラザ３階会議室 
③社会福祉法人巣立ち会ルポゼ（うつ病復職支援事業所） 
 

受 講 料 ：無料 
 

定  員 ：３０名（定員を超える場合は抽選） 
 

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 ：１０月４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。午前９時～午後５時） 
 

申込み・問合せ：三鷹市社会福祉協議会 在宅サービス 
電話０４２２－７９－３５０５ FAX０４２２－７１－２０５３ 

ホームヘルパーのためのうつ病 
基礎講座を開催します 

大人のエクササイズ！ 

運動習慣で腰膝の痛みのない身体を手に入れよう！ 

大人のエクササイズ！ 

参加費 
2,000円 
（全4回） 

［日 時］ １０月１２日、１９日、２６日、１１月２日（土）   

午前10時30分～正午 

有酸素運動で筋力UP 

［会 場］ 北野ハピネスセンター３階多目的室
（北野１－９－２９） 

運動ができる室内用靴、タオル、飲み物 ［持ち物］  

５０歳以上で三鷹市在住・在勤の方が対象です。 

氏名、年齢、住所、電話番号、医師による運動制限の有無、受講動機、
運動するにあたって配慮してほしいことを添えてお申し込みください。 

TEL ０４２２-７６-１２７１ 
MAIL chiiki@mitakashakyo.or.jp 

主催：みたかボランティアセンター ●膝腰はなぜ痛むのか。 体の使い方で痛みが消える！（10/12） 

●きれいな姿勢でアンチエイジング！（10/19） 

●重心の取り方で日常生活が劇的に変わる！（10/26） 

●健康な身体のカギは股関節にあった。（11/2） 

膝腰はなぜ痛むのか。体の使い方で痛
みが消える！（10/12） 

きれいな姿勢でアンチエイジング！
（10/19） 

重心の取り方で日常生活が劇的に変わ
る！（10/26） 

健康な身体のカギは股関節にあった
（11/2） 

～秋山 幸一先生のプチ講話～ 

●膝腰はなぜ痛むのか。体の使い方で痛みが消える！（１０/１２） 
 

●きれいな姿勢でアンチエイジング！（１０/１９） 
 

●重心の取り方で日常生活が劇的に変わる！（１０/２６） 
 

●健康な身体のカギは股関節にあった（１１/２） 

お申込みは 
お電話かメールで 

先着１５名 

 日 時：１０月６日（日） 午前１１時～午後２時 
 

 会 場：コミュニティスペース旭通り（国立市東1-14） 
     JR国立駅南口より徒歩３分、旭通りに面しています 
 

 内 容：雑貨・日用品・手作り小物・パン・クッキー他 
 

 主 催：NPO法人 東京多摩いのちの電話 
 

 問合せ：042-328-4441 

・収益は「東京多摩いのちの 
電話」の活動費に使わせて 
頂きます。 
・ご家庭や会社からの献品も 

ぜひご協力をお願いします。 

ソレイユ祭り（バザー） 

日 時：１０月１１日（金）午前１０時～午後３時 
場 所：NPO法人 てまりの会 ソレイユ（大沢２－２－１８） 
問合せ：０４２２－２６－１５０７ 

自家製餃子、自家製炊き 
込みごはん、手作りお赤飯
などを販売します。 

施設公開も行います♪お気軽にご覧ください♪ 

収益金は全て、学園
の運営資金と学園改
築資金に使用します。 

 ボランティア連絡協議会からのお知らせ 
１０月１９日（土） 
 ・ふろしき市 午前１０時～午後１時（市役所議場棟下） 
１０月２６日（土） 
 ・世話人会 午後１時～２時（ボランティアセンター２階） 
 ・３０周年実行委員会 午後２時～４時（ボランティアセンター２階） 

今年も１０月１日より赤い羽根共同募金運動が始まります。おかげさまで募金活動は７３回目を迎え、
寄付者、ボランティアの皆さまには心より感謝いたします。 
みなさまの心あたたまる募金は、三鷹市の社会福祉施設や地域福祉事業に活用され、みたかの町をよく

するために使われています。また、人々に「たすけあいの心」をはぐくむ事業として行われています。 
みなさまが参加できる福祉活動の一つとして募金へのご協力をお願いいたします。 
 

【運動期間】令和元年10月１日～令和2年３月31日 
 

【募金方法】お住まいの地域の町会・自治会を通じて、または、みたか社協事務局（元気創造プラザ３階） 
      でも受け付けています。振り込みによる募金を希望される方は、下記へお問合せください。 
 

【配  分】頂いた募金は、「東京都共同募金会」に納付し、申請のあった社会福祉施設や福祉活動団 
      体などに配分されます。 

【問合せ】 
  三鷹市社会福祉協議会 総務係 募金委員会事務局  
  TEL ０４２２－４６－１１０８ 

「令和元年８月豪雨災害義援金」を令和２年２月28日（金）まで受付しています。 
 皆様からお預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて、被災された方々に届けられます。 

義援金の募金箱は下記に設置しています。また、領収書をご希望の場合はボランティア・地域福祉推進係（上連雀分庁舎）または元気
創造プラザ3階福祉センター総務係まで直接お越し下さい。 

 ◎募金箱設置場所 
 ① 三鷹市役所１階受付                  
 ② 元気創造プラザ１階受付             
 ③ 元気創造プラザ３階福祉センター総務係  
  ④ みたかボランティアセンター１階窓口      

  ※ 募金箱の設置は令和２年２月２１日（金）まで 

◎義援金受付口座 
 口座番号 00120-7-696975 
 加入者   日赤令和元年8月豪雨災害義援金 
 送金費用 郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は 
        免除されます。 
 受領証    払込取扱票の半券を以って受領証兼用とします。 

すべて 
午前９時～午後４時３０分 

mailto:foodbankmitaka@gmail.com


活動の際にはボランティア保険の加入をおすすめします。 
ボランティアセンターにて手続きを！（年額300円～） 

J募集に関する問合せ・申込は H 
ボランティア・地域福祉推進係(高橋沙)まで 

 第41回朝陽学園チャリティーバザー  
内容：バザー当日のお手伝い 
日時：10月15日（日）雨天延期22日（日） 
   午前10時～午後3時 
場所：三鷹市議場棟下、中庭  

 保育ボランティア 
内容：マタニティヨガ開催時の上のお子さんの保育 
日時：第１・３月曜日（10/2、10/16）  
   午前10時～正午 
場所：三鷹中央防災公園・元気創造プラザ３階福祉センター 

 はなかいどうバスハイク ボランティア募集！ 
①神代植物公園バスハイク 
 日時：10月17日（火）、18日（水）  
    午前10時15分～午後3時頃まで 
 内容：通所リハビリテーション利用者の付き添い介助 
 集合場所：はなかいどう（三鷹市牟礼6-12-30） 
 行き先：神代植物公園 
 食事：施設にて昼食を用意いたします 
 その他：どちらか１日および午前のみ、午後のみも可 
②よこはま動物園ズーラシアバスハイク 
 日時：10月24日（火）、25日（水）  
    午前8時45分～午後5時頃まで 
 内容：施設入所者の付き添い介助 
 集合場所：はなかいどう（三鷹市牟礼6-12-30） 
 行き先：よこはま動物園ズーラシア 
 食事：施設にて昼食を用意いたします 
 持ち物：動きやすい服装で飲み物を持参してください。 
 その他：どちらか１日および午前のみ、午後のみも可 

 M-マルシェ アートフリーマーケット 
内容：イベントの運営のお手伝い 
日時：９月２４日（日）、10月22日（日） 
   正午～午後６時 
場所：三鷹駅南口 三鷹中央通り商店街 

 けやき苑 
内容：イベントの手伝い（会場設営、体力測 
   定のコーナーや模擬店などの運営補助、 
   片付け） 
日時：10月8日（日）午前9時～午後４時 
場所：けやき苑（深大寺2-29-13） 
備考：老い、障がい、認知症、健康をテーマ 
   にした地域交流や地域貢献を目的とし 
   た行事です。昼食を用意します。 

 福祉バザー 
内容：模擬店手伝い、駐輪場整理など 
日時：11月19日（日）午前10時～午後2時 
場所：三鷹中央防災訓練 

場所：ソレイユ（三鷹市大沢２－２－１８）  
   ※駐車場はございません 
問い合わせ：０４２２－２６－１５０７ 
交通：ＪＲ武蔵境駅→小田急バス狛江駅ゆき大沢台 
    小学校前下車徒歩１分 
    ＪＲ三鷹駅→小田急バス朝日町駅ゆき大沢十 
    字路下車徒歩３分 
 
   

☆揚げたて自家製コロッケ    
☆自家製焼餃子（冷凍も） 
☆自家製炊き込みご飯 
☆手作りお赤飯 
☆手作りケーキ  
･･･などを販売いたします。 
 ぜひ皆様でお越しください♪ 

第８回 むうぷ舎まつり 

場所：食茶房むうぷ（三鷹市新川６－９－２３） 
問い合わせ：０４２２－４３－４６００ 

「地域の皆さまとの交流及びむうぷ
舎各所の紹介を兼ねてむうぷ舎まつ
りを開催します。ぜひ、皆さま遊び
に来てください。」 

ミニバザー、クッキー販売、絵はがきや藍
染めの作品展示販売、飲食販売等行います。 

お買い物された方には素敵な景品も用意し
ています。 

                               西部地区担当の 
                                        高木がレポートしました！          
        地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。  

        第３６号は、  井口子どもランチのつどい です！ 
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日 時 

 ９月２１日（土）午前１１時３０分から午後２時 
１０月１９日（土）       〃 
１１月２４日（土）       〃 
１２月２１日（土）       〃 

場 所 
井口コミュニティ・センター 調理室・会議室 
（井口１－１３－３２） 

問合せ 
代表 吉川 恭子 
電話 ０８０－６６５４－１８８８ 

  

こんなこと、やっています♪ 

地域の課題解決に取り組む先駆的、自発的な事業を実施する福祉・ボランティア団体の活動を支援するため、
助成金の募集を行います。                     

１．対象団体  みたかボランティアセンター登録・協力団体 
２．助成の流れ ①申請を希望する団体は、申請書類をボランティアセンターから受け取ってください。 
        ②書類提出後、可否を通知します。請求書をいただいた後に交付します。 
        ③事業実施後、３０日以内に実施報告書の提出をお願いします。 
３．交付額   １団体につき２万円を上限に助成します。 
４．助成総額  ２万円×４団体 
５．助成期間  平成２９年４月１日～平成３０年２月２８日 
６．問い合わせ   みたかボランティアセンター（担当：高橋） 
                   ＴＥＬ：０４２２－７６－１２７１ ＭＡＩＬ：chiiki@mitakashakyo.or.jp 
 

みらいファンド 

  
 先月号でご寄贈をお願いしたところ、アクリル毛糸、さらし、パッチワーク用の生地、かぎ針、接着芯地
をご寄贈いただきました。こちらは地域のサロンで大切に使わせて頂きます。誠にありがとうございました。 
 また引き続き以下の物品が不足しております。

ご寄贈頂ける方はみたかボランティアセンター（0422-76-1271）までご連絡下さい。 

 
 

募集に関する問合わせは H 

みたかボランティアセンター 

ボランティアマッチング担当まで 

ご相談をお受けいたします（無料） 
三鷹駅・調布駅 徒歩5分 

社会福祉法人巣立ち会 ユースメンタルサポート
Colorでは、引きこもりや不登校、メンタル不調
（発達障害も含む）などの若者ご本人やご家族、周
囲の方からのご相談をお受けしています。 

 みたかボランティアセンターの
広報誌の配達 

【内容】みたかボランティアセンター
の機関紙の配達 
【日時】毎月２０日頃～月末の都合の
良い時間 
【場所】 
 ①上連雀４・５丁目（約３０件）  
 ②大沢２丁目（約１５件）  
 ③大沢３丁目（約１５件） 
 ④井口５丁目（約１５件） 
【備考】お散歩しながら自分 
のペースでボランティア 
したい方におススメです！ 

お電話でご予約ください 
TEL：０４２－４２６－８０９９ 

受付時間：平日（月～金） 
午前９時３０分～午後５時 

 ＮＥＷ！手書き原稿をワードに文
字お越しするお手伝い 

【内容】エッセイを執筆している高齢
男性の手書き原稿をワードで文字起こ
しし、印刷してホッチキスで留める作
業 
【場所】ボランティアさんの自宅にて
作業。原稿の受け渡しは本人自宅（大
沢１丁目） 
【備考】男女不問。交通費支給。 

  その他ボランティア   

 ＮＥＷ！福祉バザーのお手伝い 
【内容】バザーの駐輪場、会場整理な
どのお手伝い 
【日時】１１月１７日（日） 
【場所】三鷹中央防災公園（新川６－
３７－１） 

 ＮＥＷ！けやき苑地域サービス
デーのお手伝い 

【内容】老い、障がい、認知症、健
康をテーマにした地域交流や地域貢
献を目的としたイベントの会場設営、
準備、各コーナーや模擬店の運営補
助、片づけのお手伝い 
【日時】１０月１３日（日） 午前
９時～午後４時３０分（雨天決行） 
【場所】けやき苑（深大寺２－２９
－１３） 
【備考】昼食支給。１日立ち仕事が
中心です。動きやすい服装でお願い
します。地域向けのイベントのため
来苑者の年齢層は幅広いです。 

 ＮＥＷ！朝陽学園のバザーのお手
伝い 

【内容】バザー前日と当日のお手伝い 
【日時】１０月２５日（金）・２６日
（土） 午前９時～午後４時 
【場所】三鷹市役所（野崎１－１－
１） 
【備考】雨天の場合は２７日（日）に
延期。  

活動の際にはボランティア保険の
加入をおすすめします。 
ボランティアセンターにてお手続
きを！(年額３００円～) 

高齢者に関するボランティア 

 ＮＥＷ！エコマルシェのお手伝い 
【内容】環境イベントの交通整備、各
ブースや備品を運ぶお手伝い 
【日時】１１月１０日（日）午後１時
～５時 
【場所】三鷹中央通り（三鷹駅南口す
ぐ） 
【備考】大学生などの若い方の参加を
お待ちしています。 
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 「井口子どもランチのつどい」は、今年の5月に立ち上がったばかりの新しいグループです。
近隣で活動している子どもの居場所「ハッピーシュガー」や、「みんなのお勝手深大寺」で活
動しているボランティアの有志が中心となり、井口地区で子どもたちが気軽に来れる居場所を
作ろうと始めた活動です。月1回土曜日の昼に井口コミュニティ・センターを会場に、ランチ
でカレーを食べた後に、工作をして楽しんでいます。回を重ねるごとに参加者も増え、 
にぎやかな会になっています。 
 是非、皆さんも活動に参加してください！ 

 老人保健施設でのお手伝い 
【内容】利用者のドライヤーかけ、 
整容、飲み物提供 
【日時】土曜日 午前９時３０分～ 
正午 
【場所】介護老人保健施設太郎 
（下連雀４－２－８） 

日   時：１０月５日（土）  
        午前１０時３０分～１１時３０分 
 

会   場：みたかボランティアセンター２階 
     （上連雀８－３－１０） 
 

参加費：１００円（小噺資料代） 
 

問合せ：前田 ☎０９０－１４５１－０１６６ 
 

主   催：音読江戸小噺まってました 

 デイサービスで麻雀の相手 
【内容】デイサービスで行う活動で 
麻雀の相手 
【日時】毎週木曜日 午後１時～３時 
（隔週でも可） 
【場所】ゆや富久（井口２－４－ 
３０） 
【備考】スリッパ持参。男女不問。 
麻雀できる方が２名いて、どちらの 
方も詳しいです。 

 Enjoy 養生 Life のお手伝い 
【内容】①サロン運営のお手伝い 
（心理カウンセラー等の相談支援資格
のある方希望）、②手話を教えてくれ
る方 
【日時】第１・４月曜日 午後２時～
４時 
【場所】廣寿堂薬局（下連雀３－３３
－１７ グラシアス三鷹１０６） 

 有料老人ホームで編み物のお手
伝い 

【内容】利用者と一緒に編み物を 
する 
【日時】月～金曜日 午前１０時～
午後３時位の間 
【場所】SOMPOケアラヴィーレ武蔵境
（井口３－１６－２４） 
【備考】女性希望 

障がいのある方に関する  
ボランティア  

 知的障がいのある若者のプラモ
デル作りのお手伝い 

【内容】お話し好きの知的障がいの
ある若者（高校１年生）に簡単なプ
ラモデル作りを教える。プラモデル
作りを通じて大人との交流や友だち
作りの機会を作る 
【日時】定期的な活動を希望。初回
は土曜日か日曜日。２回目以降は応
相談 
【場所】大沢コミュニティ・セン
ター（大沢４ー２５－３０） 
【備考】コミュニケーションは普通
にとれるお話し好きの方です 

 視覚障がい者の通院・買物の付
添い 

【内容】視覚障がいがある方（６０
代の男性）の通院・買物の付添い 
【日時】毎週金曜日 午後６時～ 
８時４５分頃 
【場所】自宅（武蔵野市境５丁目）
から病院・スーパー（境１丁目）の
往復 
【備考】特別な技能は不要。男性希
望 

子どもに関するボランティア 

 保育園のお手伝い 
【内容】子どもと一緒に遊んだり、
生活のお手伝い、行事などで作り物
のお手伝い 
【日時】月～金曜日 午前９時～午
後４時 ※週１からでも可。応相談。 
【場所】下連雀保育園（下連雀４－
１９－４） 

  
  

  
  
  
  

音読『小噺の音読と 
 

かるたを楽しむ会』 

★当日は直接会場へお越し下さい 

日時：１１月１７日（日） 午前１０時～１１時 
条件：第一種普通運転免許証を持つ２６歳～７３歳で運転歴２年以上の方 ※国土交通大臣認定の福祉有償運送 
   運転者講座の受講が必要です。 １１月２３日（土）・２４日（日）開催予定の講習会を利用できます。 
会場：上連雀分庁舎（上連雀８－３－１０） 
申込・問合せ：同事務局 ☎ ０４２２－４１－０１８５ ＦＡＸ ０４２２－４１－０２７４  

メール mcab3@jcom.zaq.ne.jp  ＨＰ http://www.mcab.jp 

日  時 １０月５日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分 

会  場 
みたかボランティアセンター２階 
(上連雀８－３－１０） 

参加費 １００円（小噺資料代） 

問合せ 前田 ☎０９０－１４５１－０１６６ 

主  催 音読江戸小噺まってました 

 みたか地域未来塾でのボラン
ティア 

【内容】市立小・中学校での放課後
の学習支援、活動の準備・打ち合わ
せ・児童・生徒の出席確認・学習記
録表の作成など 
【対象】大学生・保護者、地域住民
など 
【日時】１回の時間は２時間以上。
各学校との打合せにより決定 
【場所】三鷹市立小・中学校 
【申込】三鷹市役所のホームページ
より
（http://www.city.mitaka.tokyo.jp
/c_service/066/066477.html）         

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/066/066477.html
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/066/066477.html

