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メ ンタルヘルス

ボ ランティア

養 成

講 座

※新型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。

子どもの発達障がい 地域の力で支えよう

子どもの発達障がいの特徴と適切な支援の方法を知り、

自分たちがボランティアとしてどのように関わることができるのか考えていきます。

■日 時 5月17日(火) 14時～16時

■会 場 みたかボランティアセンター（上連雀8-3-10）

■受講料 無料 ■定 員 30名（先着制）

■対 象 子どもの発達障がいのボランティア活動に関心のある方

■講 師 白梅学園大学 名誉教授 佐々 加代子先生

■申 込 4月18日(月)～5月13日(金)の間に、みたかボランティアセンターへ

①氏名②住所③電話番号④メールアドレス⑤年齢

⑥受講理由を電話・FAX・メール・直接来所にてお伝えください。

※開館時間内にお電話、ご来所ください。

市内で活動している子育てサークル、高齢者・障がい者のサロン
など、居場所づくりや見守り、助け合い活動に取り組んでいる非営
利目的の自主グループに

この助成はみたか社協会員からいただく会費と寄付金を財源にしています

＜問合せ・受付・相談＞
社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会 地域福祉推進係 三鷹市上連雀８－３－１０ 上連雀分庁舎（みたかボランティアセンター）

電話：０４２２－７６－１２７１ ＦＡＸ：０４２２－７６－１２７３ メール：chiiki@mitakashakyo.or.jp

【対象団体】
三鷹市内を拠点にサロンや居場所づくりをとおして、地域の仲間作りや見守り、助け合い活動を行っ
ている非営利目的の自主サークル等で①～⑥の要件を満たす団体に活動費を助成します。これから
サークル等を作りたい方の相談も承ります。なお、助成金交付後指定の期日までに活動報告書等を提
出していただきます。また、助成金交付団体については本会ホームページに掲載します。
①原則月1回以上の活動を行うこと。
②他の団体、機関から活動についての助成を受けていないこと
③参加者が3名以上いること
④前年度からの繰越金が１万円を超えないこと。
⑤政治、宗教等の普及・宣伝を主たる目的とする活動ではないこと
⑥その他みたか社協会長が認める事業

【助成額と使途】
１団体につき１万円（上限）を60団体（先着）に助成します。
①～④にかかる費用に使用してください。
①講師等の謝礼、交通費
②会場や機材の使用料、賃借料
③材料費、運搬費、製本費、印刷（コピー）費、広報費、
消耗品費等、団体の運営上必要な経費
④その他みたか社協会長が認める経費

【申請方法】
本会指定の申請書、事業計画書を提出してください。
書類は下記窓口に用意してあります。
ホームページからもプリントアウトできます。

５月9日（月）から受付を開始します。
先着順で枠がなくなり次第終了となります。
※申請時に提供いただいた個人情報は本会からの情報提供に利用させていただきます。

<みたか社協HP>

活動を行う際には
感染予防を
心がけましょう

問合せ みたかボランティアセンター 開館日：月曜日～土曜日（祝日・年末年始除く）
午前９時～午後５時

TEL：0422-76-1271 FAX：0422-76-1273 E-mail：chiiki@mitakashakyo.or.jp



募集
※未成年の方は保護者の承諾を必ず得てください！

■雑巾、使い捨て手拭き ■

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。

水分を吸収するものでお願いします。

自宅でボランティアしませんか？ ご協力、寄贈ありがとうございます。
《R4年４月現在》A・I 様、K様、O・A様、他匿名多数。

皆様から頂いた寄贈品は、ボランティアグループや自主グループ
にて有効に使わせていただきます。ご持参前にかならず『みたか
ボランティアセンター』までご連絡ください。TEL:0422-76-1271

・・・・・寄贈の お願い・・・・・
・封 筒・

本(幼児書から一般書)高齢者施設の入居者へ寄付します

※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。
※状況により一時募集を停止している場合がございます。

。

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

やってみよう！はじめてのZoom講座
ボランティア・地域活動をされている方を対象としたZoomの講座です。

Zoomを使えば、会議や講座をオンラインで受けることができます。

5月はZoomの詳しい操作方法や、主催方法を学ぶことができます。

■日 時：応用編：5月16日(月) 14時～15時30分

■実施方法：オンライン

■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：20名（先着順）

■申込方法：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ください。

問合せ：みたかボランティアセンター☎ 0422-76-1271

【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６、7丁目・・・約25件 ■井口2丁目・深大寺２丁目・野崎２、３丁目・・・約60件（分割可能です）

■野崎１、２丁目・井口２丁目・上連雀8丁目 ・・・約20件 ■野崎３、４丁目、大沢３丁目・・・ 約20件

■下連雀6、7丁目・・・約45件 ■下連雀６、７、８丁目・・・約50件（分割可能です）

■下連雀8丁目・新川6丁目・牟礼7丁目・・・約20件 ■新川３、６丁目・・・約30件

■新川６丁目・・・約10件

広報紙<ミニミニ広場>配達ボランティア大募集！

〒181-0012 三鷹市上連雀8-3
℡：０４２２-７６-１２７１ FAX：０４２２－７６－１２７３ ✉：chiiki@mitakashakyo.or.jp お問合せ・送り先 みたかボランティアセンター

※活動の際にはボランティア保険のご加入をお勧めします！

地 域 レ ポ ー ト
No.64

コロナウイルス拡散防止のため、参加の際にはマスクの着用をお願いいたします。また、場合によっては急遽活動中止となる場合があります。

参加者皆様の笑顔・励ましの言葉に支えられ16年

■塗り絵原画■
塗り絵が大好き！脳トレをしたい！
手のリハビリをしたい！
こんなメンバーさんのいる施設にお届けします。
お花やキャラクター、簡単なもので大丈夫です。
サイズ：ハガキ～A4 鉛筆以外の画材をご利用ください。

いただいた雑巾・布は
各施設にて施設内消毒・清掃

送迎車輌洗車などに
使用されています

内 容 日 時 場 所 備 考

高齢者施設にて囲碁のお相手 週1回か月2回位、10時～16時の間で 新川5－6－30 そんぽの家三鷹新川 男女年齢不問、交通費支給

1時間位。曜日応相談 1名募集

高齢者施設にて書道の講師 月に2回、木曜日か金曜日の14時～15時 新川5－6－30 そんぽの家三鷹新川 男女不問、18歳以上、交通費支給、1名募集

高齢者施設にて書道、茶道教室の講師 曜日応相談、11時30分～12時30分 野崎2－10－8 アズハイム三鷹 男女不問、18歳以上、交通費支給
または15時～16時 各1名募集

デイサービスにて麻雀のお相手 毎週土曜日 13時～15時 新川6－1－10 男女年齢不問、基本ルールが
エバーグリーン三鷹新川ヴィレッジ わかる方、１～２名募集

90代女性にスマートフォンとタブレットの 月曜日 13時～15時（応相談） 本人ご自宅（新川） 60代～80代位の女性希望
基本操作を教えてください 交通費支給、1名募集

80代男性の将棋のお相手 週に1回位～日時応相談 本人ご自宅（上連雀） 男女不問、18歳以上、１～２名募集

デイサービスにて利用者さんの機能訓練、 午前中、時間曜日応相談 大沢6－11－25 方丈庵 三鷹駅からバス 男女不問、交通費支給、1名募集
散歩のお手伝い（車いす利用者含む） 朝日町行 龍源寺バス停から徒歩3分 車いすを押す体力のある方

学校生活のサポート 月曜日～金曜日 8時20分～16時 京王線千歳烏山駅周辺の中学校 女性希望、年齢応相談、介助の出来る

（授業のサポート、トイレ介助など） ※水曜日のみ15時まで 体力のある方、交通費支給。時給1170円
募集人数応相談

※神経難病のある中学生の女の子です。大型車椅子と人工呼吸器を使用、短い言葉とタブレットを使ってコミュニケーションを行っています。

身体障がいのある方の日中活動サポート 月曜日～金曜日 10時～16時 上連雀4－1－8 福祉コアかみれん1F 男女不問、年齢応相談
三鷹市障がい者市域活動支援センターまちかど 2名募集

施設周りの草むしり、剪定 応相談 大沢4－10－5 三鷹げんき 男女年齢不問、交通費支給、2～3名募集

雑巾などを寄贈させていただいた
アクティビティーセンターはばたけ様より

お礼の手紙をいただきました！

壁画用折り紙パーツを寄贈させていただいた
エバーグリーン三鷹新川様より

制作風景の様子を送ってもらいました！

※現在折り紙パーツは募集しておりません。

沢山のご寄付ありがとうございました！

あなたも《さわやか ゆめ体操》の伝道師になりませんか？

私たちのグループは、市内の高齢者がいつまでも自立した日常生活を送ることができるよう

歌を唄いながら体を動かす介護予防体操《さわやか ゆめ体操》の普及を行っています。

あなたも健康の源《さわやか ゆめ体操》を市内に広め

元気でやりがいのある毎日を送りませんか？

問 合 せ

みたかボランティアセンター

Tel：76-1271


