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令和4年度ボランティア保険・行事保険の加入について

➢使用済み切手（敬称略・順不同）

（事業所・団体・企業）

上二親交クラブ 四ツ葉ときわクラブ 東明会 三鷹駅前市政窓口 西部市政窓口 東部市政窓口 高齢者支援課 保険課

地域福祉課 介護保険課 三鷹市職員労働組合 子ども育成課 学務課 建築指導課 連雀コミュニティ・センター

牟礼コミュニティ・センター 三鷹市市民協働センター 井口立寄りサロン 大沢地域包括支援センター

市立大沢台小学校 市立第二中学校 三鷹ライオンズクラブ 三鷹商工会女性部 Human Loop・人の輪 電話訪問員

花と緑のまち三鷹創造協会 ピア大沢 みんなの家6丁目 三鷹商工会 パソコンエイド 赤とんぼ給食ボランティア

三鷹市の福祉をすすめる女性会 身体障がい者協会 水再生センター シルバー人材センター 鷹ロコ・ネットワーク大楽

三多摩労働会館 セコム㈱TEセンター・SCセンター 上連雀郵便局 名取屋興産㈱ ケアプランなのはな菅生政子

東京リフレス㈱ 志賀興業㈱ 天神前クリニック 大国自動車交通㈱ ㈱大竹工務店 ㈱イッツ

（個人） （敬称略・順不同）

荻原雅子 阿部幸子 石川美枝子 井上美江 小川貴美 柿澤康子 小嶋かおる・唯花 北野信子 川又馨 小林智子

黒岩瑛子 金丸昊一 駒林矩子 篠原龍・昌子 宿輪てつ子 榊原肇子 菅野文子 高坂（高坂電気） 寺島令子

粒良園枝 張みや子 富澤八重子 西尾富夫 西尾八重 榛澤君代 榛澤フミ子 西川博 張村節子 橋本よう子

宮坂裕子 宮川齊 三橋俊治 増田孝子 三宅直子 守屋公子 水野寿美枝 宮澤寿子 箭内シゲ 吉村とみ子 山口通

吉田章代 渡辺博美 和田成子 河合 匿名 65件

使用済み切手合計 19.71ｋｇ

➢ベルマーク （敬称略・順不同）

セコム㈱TEセンター・SCセンター 三鷹市の福祉をすすめる会 巣立ち風 巣立ちホーム 吉田昌宏 榛澤フミ子

安部幸子 宿輪てつ子 箭内シゲ 粒良園枝 佐野りさ 佐野ゆうと 徳永純子 橋本よう子 水野寿美枝 塩川 匿名7件

➢物品寄付（敬称略・順不同）

木下久美子 清末守 粒良功一 小林芳美 高麗美智子 髙橋洋 伊良子 平井美子 田中江里奈

鈴木悠香 渡部道子 セコム㈱TEセンター・SCセンター 匿名2件

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

❑日 時：基礎編 3月11日(金) 10時～11時30分

応用編 3月18日(金) 10時～11時30分
❑ 会 場：みたかボランティアセンター（基礎編のみ）

三鷹市上連雀8-3-10

❑対 象：市内在住・在勤・在学者・在活動者で

ボランティア・地域活動に参加している方。

❑定 員：基礎編 会場 10名（先着順）応用編 オンラインのみ 20名（先着順）

❑申込方法：2月18日(金)より
基礎編はみたかボランティアセンターに来所またはメールで、

応用編はメールで ①氏名（ふりがな）②電話番号③当日使用する機器のメールアドレス④希望日時

⑤使用機器（パソコン/スマホ/タブレット）⑥ボランティア活動内容を伝えて申し込む。

みなさまからご寄付いただいた切手は換金して
ボランティア基金に積み立てました。

Zoom
やってみよう！

令和4年度ボランティア保険・行事保険の申込みを3月7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。

ゆうちょ銀行払込用紙によるお振込みは、ゆうちょ銀行手数料改定に伴い手数料110円が加算されます。

※改定日以降でも、通帳やカードを利用し口座から保険料をお支払いの場合は手数料は加算されません。

なお、みたかボランティアセンターでの現金取扱いはいたしません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 0422-76-1271 0422-76-1273 chiiki@mitakashakyo.or.jp

問合せ：みたかボランティアセンター Tel：0422-76-1271

ボランティア連絡
協議会からのお知らせ

◆問合せ みたかボランティアセンター
℡０４２２－７６－１２７１ メールchiiki@mitakashakyo.or.jp

第７回みたか子育て支援団体コミュニティ（オンライン）
「様々な団体・個人の力が結集！新たな学習支援の場～ニーズから立ち上げまで～」

主 催：三鷹市社会福祉協議会

日 時：３月２日（水）13時30分～15時

場 所：オンラインミーティングツールZoom

定 員：定員なし

参加費：無料

対 象：市内で活動している子育て支援団体および

子育て支援に関わっている方、興味のある方

2月25日（金）までに、

こちらの申込 フォームから
お申込ください。
https://forms.gle/DiocatVfHHx5c6Ut7

または、
①団体名 ②氏名 ③住所 ④電話番号
⑤メールアドレス ⑥参加動機 ⑦質問
その他を記入の上、
メール chiiki@mitakashakyo.or.jp にて
お申込ください。

ありがとう
ございました
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大人の寺小屋・三鷹 ～中高年が楽しく学ぶ場～

「大人の寺小屋・三鷹」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」でつながった寺小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。

第9回 ユニバーサルデザインってなぁーに？
～すべての人にやさしいデザイン～

参加方法：問合せメールに「令和4年3月19日 Zoomオンライン勉強会参加希望」

と記載の上・お名前・連絡先を3月12日(土)までにご送付ください。

今回はZoomを使ったオンライン勉強会のため、 いただいたメールに

ご招待メールを返信いたします。Zoomが初めての方はサポートいたしますので

その旨もメールにてお知らせください。

日 時 令和4年3月19日（土）14時～15時30分

定 員 20名 場 所 Zoomオンライン会議室 参加費 無料

主 宰 大人の寺小屋・三鷹 協 力 三鷹市社会福祉協議会

問合せ：otonanoterakoyamitaka@gmail.com

ミニミニ広場4月号でご案内する講座やイベントは、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。



募集
未成年の方は
保護者の承諾を

必ず得てください！※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって変更する場合があります。

問合せ：みたかボランティアセンター ☎ 0422-76-1271

〒181-0012 三鷹市上連雀8-3-10 ℡：０４２２-７６-１２７１ FAX：０４２２－７６－１２７３ ✉：chiiki@mitakashakyo.or.jp 

■雑巾、使い捨て手拭き ■

お問合せ・送り先 みたかボランティアセンター

■未使用の折り紙■

井口・深大寺・野崎

【内 容】みたかボランティアセンターの広報紙「ミニミニ広場」の配達
【日 時】毎月20日位～月末の都合の良い時間
【配達地区】

【備 考】毎月20日前後にみたかボランティアセンターまでミニミニ広場をとりに来てもらい、月末までに配っていただきます。

■井口1丁目・上連雀4～7丁目・・・・・・・・・約40件■下連雀6、7、9丁目・・・・・・・・・・・・・約45件
■下連雀1、5丁目・牟礼4～6丁目・・・・・・・約10件 ■野崎１、２丁目・井口２丁目・上連雀8丁目 ・・約20件
■井口2丁目・深大寺２丁目・野崎2～３丁目（4月より） ・・・・・約50件
■新川６丁目・下連雀５、６、８、９丁目・牟礼５、６、７丁目・・ 約50件

壁画用折り紙パーツを制作してくれる施設
さんへ寄付をします。施設利用者さんに
パーツを作成していただきその後、必要な
施設さんへ寄贈します。また、折り紙レク
リエーションを行っている施設へも寄付を
します。

広報紙<ミニミニ広場>配達ボランティア大募集！！！

内 容 日 時 場 所 備 考

精神障がいを
もつ方の作業の

お手伝い

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

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。

月曜日～金曜日
9時～12時

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。

月曜日～金曜日
10時～16時

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）

男女不問、年齢応相談。

主に身体障がい
のある方の

日中活動サポート

メンバーの日中活動における
介助や サポート。

運営の
お手伝い

第一土曜日
(1・5月を除く)
13時30分～15時30分

元気ひろば・おれんじ
(中原3－1－65)

男女年齢不問。ペット
ロスに苦しむ一人ひと
りの気持ちに寄り添え
る方。

ペットロスに苦しむ人が気軽
に胸の内を話せる場『ペット
ロスを考える会＠みたか』の
お手伝い。

主に平日の夕方以降、
ボランティアさんのご都
合を考慮して決定します。

ひとり親家庭の小学4年生～
高校3年生対象の学習支援。

子どもの
学習支援

男女不問、大学生を
希望します。

三鷹市内公共施設

週に一回位～
日時応相談。90代男性のお話し相手。お話し相手 男女不問、18歳以上。本人ご自宅（中原）

週に一回位～
日時応相談。

80代男性の将棋のお相手。将棋のお相手 男女不問、18歳以上。本人ご自宅（上連雀）

■クイズ原案・データー作成■

高齢者施設内で実施されている、ウォークラリークイズの原案を募集しています。
毎日クイズ内容を変更しているので、沢山のクイズ原案が必要です。
メール、手紙、事務局でも受け付けています！
また、クイズを月に1回PCにてデーター化（Word）し、
施設にメール送付をしてくれるボランティアさんも募集中です。
データー作成は現在1名活躍中！(数カ月交代でお願いできればと思います)

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。

月曜日の13時～15時
希望（応相談）

90代女性に、スマートフォ
ンとタブレットの基本的操
作を教えてください。

本人ご自宅（新川）

スマートフォンと
タブレットの
基本操作指導

60代から80代位の
女性希望。

自宅でボランティアしませんか？

ＮＰＯ法人 みたかハンディキャブ

運転ボランティアには福祉車輛運転者講習会の受講が必要
です。3月12日（土）～13日（日）に当ＮＰＯでも開催
しますのでご利用下さい。
修了証は生涯資格で、全国の福祉事業に適用可能です。
日程をご相談の上で事前にボランティア説明会も行います。
先ずは、下記にご連絡ご相談下さい！お待ちしております。

住所：三鷹市上連雀8-3-10上連雀分庁舎1階 (三鷹図書館本館隣)

電話：0422-41-0185

事務所受付：平日9時～17時（土・日・祝日は休み）
ホームページ：「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
お手伝いをする福祉車輌を運行しています。福祉車輌を運転するボランティア
が不足しています。ご都合のつく時に、少しでもお時間をお貸し下さい。運転ボランティア募集中！

ミニミニ広場2月号 No.386号3P下部に掲載しました未使用折
り紙の活用報告記事内に記載されている『弘済園』さんですが
正しくは『弘陽園』さんです。社会福祉法人東京弘済園の中に
弘陽園があります。
関係者各位ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

訂
正
と
お
詫
び

子育て・ストレス
パーソナルトーキング 木曜日のネコ

～今日はネコのように
自由気ままに

心をゆるめる時間～

場所：シミシェッダ
(井口1-1-3)

日時：毎週主に木曜日、
時々水曜日に変更
10時～16時まで

◇完全予約制
◇お一人1回40分

ご協力、寄贈ありがとうございます。
《R4年1月現在》M.K様、M.E様、K.F様、A.S様、M.K様、S.S様

S.T様、H.K様、Y様、N様、Y.K様 他匿名多数。

・・・・・寄贈の お願い・・・・・
アルコールウエットティッシュ

本(幼児書から一般書)高齢者施設の入居者へ寄付します

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

居場所づくり講座

日 時 3月７日(月)10時～12時
会 場 みたかボランティアセンター（三鷹市上連雀8-3-10）

定 員 15名（先着順）
参加費 無料
講 師 望月 謙治 氏

（のぞみメモリークリニック エバンジェリスト）
活動発表 成清 一夫 氏

（おれんじドア三鷹事務局）当事者の方々

3月3日(木)までに、電話、FAX、メールにて

①名前、②住所、③電話番号を添えて
みたかボランティアセンターへ

ご予約・問合せ
0422-90-2561


