
給食ボランティア募集
～高齢者を対象とした給食ボランティアをやってみませんか！～

高齢で買い物や炊事が困難な方を対象に、ボランティアグループのみなさんが手作り
の食事を届けています。このボランティアグループで“調理”や“配達”を一緒にしてくだ
さるボランティアを募集しています！
「週1回だけ」「配達だけ」でも参加可能です。見学もできます！ご興味を持たれた方は
下記までご連絡ください。

問合せ：三鷹市高齢者支援課高齢者支援係 ℡ ０４２２－４５－１１５１ 内線 ２６２６ No.365 2020.2.20

発行：(社福)三鷹市社会福祉協議会
みたかボランティアセンター

〒181-0012 三鷹市上連雀8-3-10上連雀分庁舎内
☎ (0422) 76-1271 FAX (0422) 76-1273
URL: http://www.mitakashakyo.or.jp/vc
e-mail: chiiki@mitakashakyo.or.jp

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。

3月28日（土）午前１０時～午後１時 ふろしき市
（市議場棟下）

3月28日（土）午後１時～２時 世話人会
午後２時～４時 代表者会議

（みたかボランティアセンター２階）

令和２年度ボランティア保険・行事保険の申込みを
３月１６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。

みたかボランティアセンター
℡：０４２２－７６－１２７１

団体名 活動日 会場

井の頭ふれあい給食すみれの会 火・金曜日（夕食） 井の頭地区公会堂（井の頭５－１０－２４）

あかねボランティアグループ 火・土曜日（夕食） 井の頭コミュニティ・センター（井の頭２－32ー30）

パンプキンの会 火・金曜日（夕食） 井口コミュニティ・センター（井口１－13ー32）

新川・中原老人給食 火曜日（夕食） 新川中原コミュニティ・センター（新川１－11ー1）

赤とんぼ給食ボランティア
月・金曜日（夕食）

水曜日（昼食）
月・金曜日 連雀コミュニティ・センター（下連雀７－15ー４）
水曜日 井の頭コミュニティ・センター（機能訓練）

団体名 活動内容 活動日時 活動場所

みんなの本箱
障がい者のための本の読み聞かせ、
交流の場所

第１・３土曜日 午後1時３０分
～３時３０分

三鷹図書館本館１階

ＮＰＯ法人
子育てコンビニ

育児を楽しめる環境を目指して、
情報提供・就労支援など総合的な
子育て支援

月に数回、会議、講座、おやこ広
場他

三鷹市市民協働センター、みた
かボランティアセンター、元気
ひろばおれんじ

三鷹科学 あそびの会
小学校の授業とは異なる「科学教
室」（幼児も対象可）

小学校などと年間計画を作成して
決定

三鷹市内の小学校、コミュニ
ティ・センター、図書館等

みんなのみたか

学校教育支援（授業サポート、課
外活動支援）・イベント支援（小
学校や地域のまつり、昔あそび、
竹工作）・その他

定例会議：第２水曜日 午後２時
～５時

三鷹市市民協働センター、市内
の小学校、学童保育所、東西の
多世代交流センター、市内各地
域のコミュニティ・センター

三鷹市医療と福祉を
すすめる会

医療・福祉の相談事業、学習会、
一泊研修等実施

不定期
三鷹市消費者活動センター、み
たか・みんなの広場

三鷹市の福祉を
すすめる女性の会

介護や福祉の勉強会、気軽に集ま
れる場所づくり

役員会：月１回日曜日 午後１時
～３時
おしゃべり広場：月１回水曜日
午前１０時～午後１時３０分
※その他の活動は随時

主に元気創造プラザ

NPO法人 鷹ロコ・
ネットワーク大楽

①ユーモアスピーチの会「みたか
しゃべり場」
②脳活性化ゲーム
③求職者支援訓練校
④キッズ＆シニアチアダンス
⑤ボッチャ

①第２月曜日 午後６時３０分～
８時
②③不定期開催
④火曜日 シニアチア 午後２時
～
水曜日 キッズ 午後４時～
シニア 午後７時～
⑤第４土曜日 午後２時～４時

三鷹産業プラザ３階

深大寺 人と緑と犬の会
清掃活動、犬のしつけ教室、老人
ホーム慰問

随時 神代植物公園内ドッグラン

雀文庫みたか
（まちライブラリー

＠三鷹中央通り）

立ち寄り場所としての地域図書
館・居場所

月～土曜日 正午～午後９時 スズメベース

ハーモニカサークル 風
高齢者施設、障がい者施設、病院
や地域のイベント等での出前演奏

第２・４土曜日（ボランティアは
随時）

みたかボランティアセンター

ハーモニカサークル
レインボーハーモニー

高齢者施設、障がい者施設、病院
や地域のイベント等での出前演奏

第２・４金曜日 午後２時～４時
（ボランティアは随時）

みたかボランティアセンター

問合せ：みたかボランティアセンター 電話：０４２２－７６－１２７１

登録・協力ボランティアグループ メンバー募集中！
第３弾！一緒に
活動しませんか？

災害ボランティアセンターの役割や機能を学び、運営を担っていただけるスタッフを養成します。
災害ボランティアセンターの運営は、社協職員だけでなくボランティアの皆さんの協力が必要に

なります。三鷹の復興支援をすすめるために、皆さまの参加をお待ちしています！

内 容：災害ボランティアセンターの役割や機能について
日 時：３月１７日（火） 午後１時３０分～３時３０分
会 場：みたかボランティアセンター２階会議室
講 師：東京ボランティア・市民活動センター 加納 祐一氏
対 象：三鷹市内に在住・在勤・在学の方
定 員：３０名（先着順）
参加費：無料
申 込：３月１４日（土）までに①氏名②住所③電話・ＦＡＸ番号

④メールアドレス⑤所属団体（ある方のみ）⑥受講動機を
みたかボランティアセンターへ電話・ＦＡＸ・メール・直接来所にてお申込みください。

問合せ：みたかボランティアセンター ℡ ：０４２２－７６－１２７１
Fax ：０４２２－７６－１２７３
Mail  ：chiiki@mitakashakyo.or.jp

主 催：三鷹市社会福祉協議会 みたかボランティアセンター

災害ボランティアセンターとは？
三鷹市社会福祉協議会では、三鷹市との協定に基づき市内で震度６弱以上の地震災害や風水害などの
大規模災害が起きた時は、「災害ボランティアセンター」を設置します。被災した地域の復旧・復興
を支援するため、「被災者の力になりたい」というボランティアを受け入れ、被災した方へボラン
ティアの派遣等を行います。

災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座
を開催します！



地域レポート
NO.４１

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まで

開 催 日
毎月第３火曜日 午前10時～午後2時
※ランチの注文は午前11時30分～午後1時
頃です

会 場 三鷹市大沢6-3-35

参 加 費 300円（のがわの家利用料100円含む）

問 合 せ
みたかボランティアセンター
℡ 0422-76-1271

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
加入手続きをお願いします！
(年額３００円～)

大沢６丁目にある「のがわの家」は、地域の皆さんが交流できる居場所として毎週火曜日の
午前10時から午後２時の時間に開放しています。ランチ会は毎月第３火曜日に開催していて、
ボランティアである運営委員の皆さんが話し合ってメニューを決め、ランチ会当日は朝早く
から調理をして皆さんをお待ちしています。
最近では、多い日は50食程作る時もあり、近所にお住いの方や親子連れ、ICUの留学生な

ど地域に住んでいる様々な方が遊びに来てくれます。ランチを食べながら隣に座った人同士
で気兼ねなくおしゃべりできるのが、ランチ会の楽しみでもあります。皆さんの参加をお待
ちしています♪

地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。

第４１回は です♪

大沢地区
担当の道三が
ご案内します！

先月号でご寄贈をお願いしたところ、着物はぎれ・鍵盤ハーモニカ・手芸本・毛糸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いただきます。誠にありがとうございました。引き続き以下の物品が不足しております。

ご寄贈いただける方はみたかボランティアセンター（0422-76-1271）までご連絡ください。

高齢者に関するボランティア
その他ボランティア

➢ 老人保健施設のお手伝い
【内容】利用者のドライヤーかけ、
整容、飲み物提供
【日時】水・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）

➢ 老人保健施設のお手伝い
【内容】①入浴後のドライヤーかけ、
ベッドメイキングのお手伝い
②レクリエーション（朗読、手遊び、歌、
化粧、話し相手、行事の準備など）のお
手伝い
【日時】①②月～金曜日で週１回から都
合の良い時間で応相談
【場所】介護老人保健施設三鷹ロイヤル
の丘（新川５－６－２４）
【備考】交通費支給。

➢ ＮＥＷ！うたごえ喫茶のボラン
ティア

【内容】うたごえ喫茶でカラオケ機器
操作のお手伝い
【日時】毎月第２月曜日 午後２時～
４時
【場所】そんぽの家三鷹中原（中原３
－１－１７）

➢ 雀文庫みたかのお手伝い
【内容】①ちょっとした時間や、駅前
を通るタイミングがある方に少し雀文
庫みたかに寄ってもらい、本棚整理・
本棚番のお手伝い
②返却期限の確認や本について一緒に
考えてくれて長く雀文庫みたかと関わ
ることが出来る方
【日時】木曜日以外の正午～午後９時
までの都合の良い時間
【場所】まちライブラリー＠雀文庫み
たか（下連雀３－２８－２３三鷹セン
ター１階）
【備考】①毎回決まった日時に作業が
ないため、時間のある時に作業があれ
ばお手伝い。夕方ごろのお買物後やお
仕事帰り、一人で夜ご飯を食べている
方など歓迎！雀文庫みたかでご飯を食
べながらのお手伝いも可能。②本好き、
人好きな人歓迎！利用されている方は
老若男女問わず。気軽に一度見学にき
てください。

➢ 多世代交流イベントの企画・
運営のお手伝い

【内容】地域で好きなコトを持つ人と
人をつなげる体験イベントの企画と運
営
【日時】第２・４日曜日 午前１０時
～正午（月１回の参加可）
【場所】三鷹ネットワーク大学
（下連雀３－２４－３）
【備考】現在大学生４人と高校生１人
で「Find you」という団体を運営して
います。男女年齢不問。老若男女が集
まれる場を一緒に目指しませんか。

➢ みたかボランティアセンターの
広報誌「ミニミニ広場」の配達

【内容】広報誌の配達
【日時】毎月２０日頃～月末の都合の良
い時間
【場所】下連雀４丁目・上連雀４・６丁
目（約５０件）、上連雀４・５丁目（約
３０件）、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！

➢ 老人保健施設のお手伝い
【内容】リネン交換のお手伝い
【日時】月～金曜日 午前９時～
午後３時（都合の良い日時応相談）
【場所】介護老人保健施設三鷹中央リ
ハケアセンター（下連雀９－２－７）
【備考】交通費支給。

➢ みたか防災マルシェのお手伝い
【内容】防災の「テーマパーク」をコン
セプトとした防災イベントの準備や片付
け、場内誘導、運営のお手伝い
【日時】３月８日（日） 午前１１時～
午後６時
【場所】三鷹中央通り商店街
（三鷹駅南口すぐ）
【備考】ボランティアをしながら防災を
楽しく学びませんか！大学生歓迎。

➢ 特別養護老人ホームのお手伝い
【内容】①車イス清掃②リネン交換
【日時】①すべての曜日 午前１０時
～午後５時の１～２時間。月１回から
応相談。
②火・金曜日 午後４時～５時
水・土曜日 午前１０時～１１時３０分
週１回から応相談。
【場所】特別養護老人ホーム恵比寿苑
（牟礼１ー９－２０）

NPO法人シニアSOHO普及サロン・三鷹は、2019～2020年に創立20年目を迎えました。そして、
この度「月刊福祉」の出版元である社会福祉法人全国社会福祉協議会の依頼に基づき「特集・高齢者
の生きがいと安心を支える」に寄稿をしました。興味・関心をお持ちの方は是非同誌１月号（21～
25頁）をご覧ください！

NPO法人シニアSOHO普及サロン・三鷹
181-0013 下連雀3－38－4 三鷹産業プラザ310号 ℡：0422－40－2663

シニアSOHOからのお知らせ！
月刊福祉（2020年1月号）の特集に活動経過が掲載されました

検索はこちらから！

３月１５日（日） 午前１０時～ 上連雀分庁舎内（上連雀８－３－１０）で
ボランティア説明会を行います。

ご都合がつけば是非ご参加ください。

お気軽にご相談・ご連絡ください！お待ちしています。

℡：０４２２－４１－０１８５（平日午前９時～午後５時） HP「みたかハンディキャブ」で検索

“真心と笑顔で走る『あおぞら号』”
ご高齢や障がいのある方の外出をお手伝いする福祉車輌を運行しています！

NPO法人 みたかハンディキャブ

運転ボランティア募集中！

障がいのある方に関する
ボランティア

➢ 体操のお手伝い
【内容】知覚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 午後５時２０分
～６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。謝礼支給。

子どもに関するボランティア

➢ こども食堂のお手伝い
【内容】会場となる敷地の正門から食
堂までの来場者の誘導、食事の用意、
子どもたちのサポート、コミュニケー
ション、片づけなどのお手伝い
【日時】毎月第４金曜日 午後３時～
８時（子ども食堂は午後５時～７時）
の都合の良い時間。単発可。
【場所】(株)テスコの社員食堂
（上連雀１－１２－１７）
【備考】交通費支給。一緒にご飯を食
べます。

※急募！六小ふじみ学級で子ども
の見守り
【内容】保護者会の間、障がいのある
子どもたちの見守り
【日時】３月６日（金） 午後２時
３０分～４時３０分前後（時間変更
有）
【場所】三鷹市立第六小学校（下連雀
６－１３－１）
【備考】上履き（かかとがある物）

➢ ＮＥＷ！学習支援ボランティア
【内容】子どもたちに勉強を教えるお
手伝い
【日時】毎週火曜日 午後６時～９時
【場所】連雀コミュニティ・センター
（下連雀７－１５－４）
【団体】アリスみたか
【備考】三鷹市在住の学生大歓迎！
見学も可。交通費支給。子どもたち
の年齢層は小学４年生～
高校３年生。

➢ 高齢者世帯へお弁当の配達
【内容】お弁当を作っている下連雀４
丁目から市内高齢者世帯へ夕食の配達
【日時】火～土曜日 午後３時～４時
【場所】みたかの家（下連雀４ー５－
１９）から市内
【備考】配達時にお弁当支給。


