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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。

❖ ❖

《出店の際の注意事項》

①出店の申込は開催日の3週間前の月曜日からボラン
ティアセンターに電話で申し込みをしてください。

②1区画につき協賛金500円、1件につき2区画
（1,000円）まで、全体で20区画まで申込み可能です。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
3月現在１区画まで(状況により変更あり)

③車での来場は物品の搬入のみです。搬入を終えた
ら速やかに移動してください。市役所駐車場は有料
でのご利用になります。

④自転車での搬入は、搬入後速やかに市役所内駐輪
場に自転車を移動してください。

⑤受付は午前9時30分より開始です。ふろしき市開催
は午前10時～午後1時となります。片づけや物品の搬
出は午後0時30分以降にお願いします。

⑥食料品は出店できません。

令和３年度 ふろしき市開催日程

開 催 日 時
場所：三鷹市役所議場棟下

4月24日（土）午前10時～午後1時

5月22日（土）午前10時～午後1時

6月26日（土）午前10時～午後1時

7月31日（土）午前10時～午後1時

9月25日（土）午前10時～午後1時

10月23日（土）午前10時～午後1時

11月21日（日）午前10時～午後1時

12月18日（土）午前10時～午後1時

1月22日（土）午前10時～午後1時

3月26日（土）午前10時～午後1時

※8月と2月はお休みとなります。
※11月のみ福祉バザーと合同(元気創造プラザ)

◇◇◇◇◇◇当 日 の お ね が い ◇◇◇◇◇◇

・マスクの着用をお願いいたします・

・体調不良の際には参加をお控えください・ お問合せ《みたかボランティアセンター》 TEL：0422-76-127１

※雨天中止 ※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合もありますのでご了承ください。

ボランティア
活動紹介

今回のボランティア活動は、篠笛奏者・山口通(とおる)さんが『自分の演奏を野外で撮影してもら

い、動画共有サービスに投稿をしたい！』という依頼から始まりました。幸運にも比較的早めにボラ
ンティアさんが見つかり、井の頭公園付近で撮影を行いました。※山口さんは視覚障がいがあります。

撮影を行ってくれた文園さんは今回が初めてのボランティア活動、ですが山口さんの希望する意図を

しっかりとくみ取ってくださり、静かな場所を事前に探してくれたり、短時間で終了するようにと配慮
をしてくれました。

学生の頃に映画を撮っていたこともあり、この日はカメラ2台による撮影が行われました。時間帯に

よる日光の入り方調整やカメラワークなど、本格的な撮影ボランティア活動となりました。

出来上がった
作品をぜひ
ご覧ください。

楽曲：Scarborough Fair/スカボロー・フェア奏者：山口通撮影：文園太郎

今回はありがとうございました。特殊な内容のボランティア活動でし
たが、このボランティアをやろうと思ったきっかけはありますか？

文園さん：妻がボランティアに興味があり、誘われてボランティアセンターに
登録をし、それからボランティア募集の情報を見て応募をしました。

ボランティアに対しての今までのイメージと、活動が終わった後のイ
メージの変化や気づきがあれば教えてください。

文園さん：ボランティアに参加したことがなかったので、今までのイメージとい
うのはありませんでした。
今回ボランティアセンターに行って、様々なタイプのボランティア情
報が掲載されていることに気づきました。

音楽活動や映像活動もされている文園さんですが、今後この様な
ボランティアがあれば参加してみたい、というのはありますか？

最後に、ボランティア活動をしようかどうか迷っている方にメッセー
ジがあればお願いいたします。

文園さん：今回の撮影で、初めて視覚障がい者の方との待ち合わせを経験
しました。山口さんは女性の肩を借り、待ち合わせ場所にいらっ
しゃいました。その女性は、山口さんのお知り合いではなく、バス
で山口さんを見かけて手伝ってくれた人でした。
ボランティアに参加すると、依頼内容をこなすだけではなく、様々な
貴重な体験が出来る素晴らしい機会だと思いました。
自分の世界が広がる素晴らしいチャンスですので、ボランティア活
動をしようか迷っている方がいましたら、前向きに検討していただ
けると良いかと思います。

文園さん：自分の能力が活かせるボランティアがあれば、ぜひ参加してみたい
です。

山口さんより

寄付のお願い

☆彡キッチンペーパー(団体活動時の消毒用)

☆彡新聞紙で作った封筒(100枚くらい)※枚数調整のため、作成前にお電話ください。

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

封筒の作り方 正方形の場合

AとBに折り目をつける 底辺をBの折り目まで折る 底辺をA(真ん中の線)に合わせて折る 左右点線まで折る折れ線通り折る

折れ線通り折る中に差し込む完 成

ほかの作り方でもOKです！

地域活動運営に使用します

ボランティア活動はコロナ禍ということもあり、今や施設内や対面援助だけでは
ありません。みたかボランティアセンターでも様々な視点からボランティア活動
に取り組んでいきたいと思います。お忙しい中ありがとうございました。

ふろしき市は、ボランティアセンターの登録団体であるボランティアグループで構成されている
“ボランティア連絡協議会”が主催しているフリーマーケットです。皆さんふるってご参加ください♪

文園さんはとても説明がうまく、この日は楽しく、何と
いっても自由に演奏ができました。私は映像を見る事
は出来ませんが、家族が説明をしてくれたので様子は
わかりました。とても広大で立派に仕上がっていると聞
き嬉しいかぎりです。
普段は道路の横で練習をしているので以前の撮影で
は車の音が入っていましたが、この日は事前に撮影に
適した自然に囲まれた静かな場所を探してくれたので、
鳥の声や木々の揺れる音が良いBGMとなりました。
ボランティアというと、なかなか趣味活動の部分は優先
順位が低くなってしまいますが、こんな活動もあるという
事を皆さんに知ってもらえる機会になればと思います。
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会報をいれたりするのに使います。
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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★

【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】 下連雀3.4丁目(約25件)
下連雀5.6丁目(約25件)
新川4.5丁目(約30件)
大沢2.3丁目(約30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 午前9時～正午
【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。

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。

※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。

■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。

連雀地区 下連雀５～９丁目・上連雀６～９丁目

連雀地区担当の川村が
ご案内します。

現在、連雀コミュニティ・センターで活動をしています。
YouTubeをスクリーンに映して、画像を見ながら二十四式
太極拳を練習しています。また、中国のラジオ体操ともいえる
練功十八法を行っています。伸びとねじりの動きが多く、体を
気持ちよく整えられます。
会が立ち上がった昨年初めに比べると皆さん動きがなめ

らかになり、太極拳らしくなってきました。代表の成清さんは、
画像を見なくてもできるようになったら活動場所を公園にし
たい、と話されています。
ご興味のある方、ぜひ参加してみませんか。

活動日時 毎週火曜日 午前１０時～

対 象 どなたでも

費 用 無料

問 合 せ 080-1362-5359 knarikiyo@gmail.com 成清(なりきよ)

ラジオ体操と太極拳の会

！

連雀という地名は『連尺』が由来なんだよ(連尺とは行商人が物を
背負うための道具)。明暦3年、行商人の町・神田は火災に見舞われ
町が焼けてしまったんだ。その後一部の行商人たちは三鷹に移り住んで、
町の名前を商売にちなんだ『連尺』としたんだ。
江戸寄りが『上』、京都寄りが『下』といわれているよ。※諸説あり

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

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3月現在》I.H様、Y.H様、K.K様、S.T様、M様、I様、あい折り紙サークル様、ピア大沢様、他匿名多数。

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。

★脳トレクイズ問題★
オリジナルのクイズ、なぞなぞを
募集しています。
集まりましたら、ミニミニ広場で
掲載・ご希望施設に配布する予定
です。どこかで聞いたことがある
問題のアレンジもOK！

★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。

★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。

★季節の飾りのパーツ★
大きな作品を作るためのパーツ(のりやテープで貼れる折り紙等で作ったもの)
を募集しています。同じ形が沢山あると利用しやすいです。

例：左にあって右に
ない冠は？

早・・・・遅
心・・・・体
右・・・・左
秋・・・・春

答：くさかんむり

施設のみなさまへ

おかげさまで新聞紙などで

作った使い捨てゴミ箱が

たくさん集まりました。

生ごみ処理にも使えます。

ご希望される施設は

連絡ください！

■知的障がいのある方の
体操のお手伝い■

【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
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】１回1,000円支給

【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。

■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。

広報誌《ミニミニ広場》シール貼りボランティアさんの活動をご紹介します！

この広報誌は毎月18日前後に刷り上がります。その後、宛名シールを1枚1枚シール貼
りボランティアさんに貼っていただき、配達ボランティアさんへお渡しします。
約1,900枚の広報誌を5人～10人位で密にならないように間隔を空けて換気をしなが

ら発送作業をおこなっています。
皆さんご自分のペースで、ご都合がつく時に来所され活動しています。とても頼りにな

るボランティアさんたちです、これからもよろしくお願いします。

いただきました飾りや折り紙の箱、雛人形、塗り絵など、各フロアのご利用者に
見ていただき、一部を飾り付けさせて貰いました。
「どうやって作るんだろう」「綺麗ね」と笑顔で眼を輝かせている方もいました。
作っていただいた方々にお礼をお伝え下さい。
誕生日カードやタオル類も使わせていただきます。

老人保健施設
太郎さんより
お礼のメールを
いただきました

mailto:knarikiyo@gmail.com

