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支えあいの まちづくり！！
みたか社協では、制度の狭間にある課題や複雑な課題を

持つ方など、日ごろの生活の中でお悩みやご心配のある

方からのご相談に応じ福祉課題の解決を図るため、

大沢地区（大沢１～６丁目）と連雀地区（上連雀6～9

丁目、下連雀5～9丁目）をモデル地区として地域福祉

コーディネーターを配置してご相談に応じています。

（この事業は三鷹市の委託事業です）

地域福祉コーディネーター
から始まる

福祉に関する

お困りごと・ご相談

何でも伺います！

連雀地区担当：川村大沢地区担当：道三

大沢地区・連雀地区
で実施！

プライバシーは守りますので
お気軽にご相談ください！

参 加 支 援

既存の制度やサービスを
活用しながら、対応できない

狭間のニーズにも
対応します。

相 談 支 援

属性や世代を問わず相談
に対応し、多機関の協働を
コーディネートしながら
課題の解決を図ります。

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。

■日 時：基礎編：6月17日(金) 10時～11時30分
応用編：7月22日(金) 10時～11時30分

■会 場：みたかボランティアセンター（上連雀8-3-10）※基礎編のみ

■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：令和4年6月1日(水)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。

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

地域づくりに
向けた支援

世代や属性を越えて交流できる

居場所づくりや多分野をつなぎ、
交流・参加・学びの
機会をコーディネート

します。

問合せ：みたかボランティアセンター TEL 0422-76-1271

“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

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。

ＮＰＯ法人 みたかハンディキャブ 運転ボランティア募集中！

新車贈呈式にて

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。6月25日（土）～26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

NPO法人 有終支援いのちの山彦電話
『有終支援のいのちの山彦電話』は、開設してから30年が経ちました。
生きづらさを抱えている方、病気の不安に直面されている方などの、ここ
ろの悩みを受け止め寄り添っていく活動をしています。
相談員もボランティアに携わることで自己成長を目指します。

いのちの山彦電話 HP
https://inochi-no-yamabiko.jimdofree.com

電話相談員のボランティア募集要項

お申込み時期・・・・・随時

説明会及び研修会場・・飯田橋セントラルプラザ10階ボランティアセンター
（東京都新宿区神楽河岸1-1 ）※研修会場は変更あり

研修費用・・・・・・・10，000円（一括払い、理由は問わず返金出来ません）

年 齢・・・・・・・70歳くらいまで ※心理カウンセラー等の資格は要りません。

研修内容・・・・・・・6回コース ※多少の変更あり/各回 約1時間30分～

申 込 先・・・・・・・メールにて受付
メールアドレス inochino.yamabiko@gmail.com
①お名前（フリガナ）②メールアドレス③連絡可能な

電話番号と時間帯を記載の上、お申込みください。

※マスク着用、手洗い、手指消毒など、コロナ感染予防対策は各自でお願いします。

https://2.bp.blogspot.com/-J0Pm_5kXSg4/Wq9-bPEl-LI/AAAAAAABK8k/mhTM7cxYpU4z0khY3IyD1dpC3LCTsjTwACLcBGAs/s800/group_people_no_dog.png
https://1.bp.blogspot.com/-at3g_9SdZzU/XWS5dRbBdVI/AAAAAAABUSk/f6eyDUNu1eYQkZLm8P-kc3D40UYjwxo1ACLcBGAs/s1600/friend_advice_man.png
https://3.bp.blogspot.com/-4wWxEXiD0F8/UZB6XlK0tuI/AAAAAAAASCU/KmzPAv83LLg/s800/niji.png
https://1.bp.blogspot.com/-iTTI2K-2yiw/XWS5dybA6tI/AAAAAAABUSo/Uxa_gQDWXVMLj1peocID69SgyWrVzVYCgCLcBGAs/s1600/friend_advice_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-HxhdctzPiVQ/V9ppwfmFc4I/AAAAAAAA9xk/qUrVlOHcW9EoABk0f9hkHBifbYHmc4PEACLcB/s800/medical_syujyutsu_setsumei.png
mailto:inochino.yamabiko@gmail.com
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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5月現在》T・O 様、S・S様、K様、他匿名多数。

※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☎ 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

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.65

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。

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

80代女性のお話相手 月木以外の10時～15時位の間で1時間位。 本人ご自宅（中原） 18歳以上の女性希望。1名募集
週1回か隔週

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

精神障がいをもつ方の作業のお手伝い 月曜日～金曜日 9時～15時 下連雀3-11-8 三鷹ひまわり第三作業所 男女不問、小学生以上、
時間曜日応相談 1日1人位の受入となります。

ハムスターのお世話 餌やリは毎日～1日おき、ゲージの掃除は 依頼者ご自宅（井の頭） 出来れば18歳以上の女性を希望だが

週1回を希望します。頻度応相談。 性別年齢応相談、人数1人～2人

80代男性の将棋のお相手 週に1回位～時間曜日応相談 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 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） 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

※まずはお問合せください 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 三鷹市障がい者市域活動支援センターまちかど 男女年齢不問、 2名募集
福祉コアかみれん１F 

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

■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。

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

連雀のわ

大 空 マスター
集まれ‼︎大空マスター

一緒にレジャーシートに寝転んで
大空を眺めてみませんか？
風を感じて青空を見上げましょう‼︎
落書きokのレジャーシートを貸し出し
致します。
どなたでも参加ok！(雨天中止）

問合せ みたかボランティアセンター
☎0422-76-1271

ファシリテーター養成講座修了生グループ 活 動 紹 介

活動に参加を希望される方は直接上記「問合せ先」へお問い合わせください。

「新たに立ち上げたい」、「活動に協力したい」 と希望される方はみたかボランティアセンターへご連絡ください。

活動立ち上げに向けて地区担当職員がお手伝いいたします。 問合せ みたかボランティアセンター☎0422-76-1271

②にじいろひろば
・日 時：第一、第三木曜日10時～12時
・場 所：井の頭地区公会堂
・内 容：気功体操・話し合い
・問合せ：鈴木 ☎090-9840-4519

①ケアラーズカフェOhana
・日 時：第四土曜日14時～16時
・場 所：けやき苑食堂
・内 容：関係者の方による講話・

ヨガ・話し合い
・問合せ：西部包括支援センター

☎0422-34-6536

③オレンジドア三鷹
・日 時：毎週月曜日10時～12時
・場 所：新川三丁目地区公会堂
・内 容：奇数週…気功体操・話し合い

偶数週…ウォーキング
・問合せ：成清(ナリキヨ)☎080-1362-5359

三鷹市で新たな活動が始まっています

三鷹おもちゃ図書館 再開しました！

おもちゃの修理、受付 第一、第三水曜日 13時～15時 下連雀6-2-30 消費者活動センター 男女各若干名、年齢応相談

☆彡場 所 みたかボランティアセンター２F（上連雀8-3-10）
☆彡開館日時 第一、第三土曜日 11時～15時

おもちゃ図書館は、ご利用にあたり安全を最優先にルールを定めています
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お待たせしました！

祝

認知症のある方、ご家族の方、またこの活動に協力をしていただける方が定期的に
集まって、語り合い、情報交換をして将来の備えをするための活動が始まっています。

生活支援コーディネーターレポート

認知症になっても「わたしはわたし」
認知症当事者が主役 の集いの場


