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育児支援ヘルパー養 成 講 座 開 催 のお知らせ

ヘルパー資格不要の有償ボランティ
アとして子育てを応援しませんか

三鷹市では、市内に住所のある1歳未満の

お子さんがいるご家庭を対象に、家事やお

子さんのお世話、外出等のお手伝いを有償

ボランティアの育児支援ヘルパーが行って

います。

育児支援ヘルパーとして活動していただけ

るかたを対象として、主に心構えや新生児

への関わり方などを学んでいただく養成講

座を開催します。

満30歳以上のかたで、育児経験豊富で地域

での活動に興味がありファミリーサポート

センターなどで援助経験があるかた、また

は看護師、保健師、保育士等の資格をお持

ちのかた、是非ご協力ください。

【日 時】
①7月20日(水)14時から16時30分 ②9月26日(月)9時から16時45分 の2日間
※7月20日に参加できない場合は、11月30日(水)または令和5年1月25日(水)の養成講座

（各14時から16時30分）に替えることができます。

【場 所】
①7月20日(11月30日、令和5年1月25日)三鷹市教育センター〈下連雀9-11-7〉
②9月26日 午前 三鷹市教育センター

午後 三鷹市総合保健センター〈新川6-37-1〉
【講座内容】(テーマ）
①7月20日（11月30日、令和5年1月25日）
「子どもの発達、成長、援助、障がいの理解について」
②9月26日
「三鷹市の子育て支援と育児支援ヘルパー」「支援にあたっての留意事項」
「家事援助の実際と留意点～やっていいこと・わるいこと～」
「産後の母親と新生児のかかわりについて」（沐浴実習含む）
「三鷹市の母子保健および産後の支援の必要性」
「受付から支援に入るまでの流れについて」・・・・・修了式

【講師】 小児科医、保健師、助産師 等

育児支援ヘルパーを
募集します

親子連れ
応相談

申込み 子ども政策部 子ども発達支援課 子ども家庭支援センターりぼん

7月6日(水)までに電話 0422-40-5925 またはFAX 0422-29-9667
FAXでお申込みをされるかたは、下記項目を記入してください。

記入項目➡氏名、年齢、住所、電話番号(ご自宅・携帯・FAX)、経験内容
詳しくは、子ども家庭支援センターりぼんへ、お電話にてお問合わせください。

•

上記のうち、都合のよい日のみの活動ができます。
空いた時間に社会貢献！元気な皆さんをお待ちしております！

主にシニアが参加している三鷹駅前筋肉体操。

活動時に参加者の前に立ち、動きを指示したり
声を出しながら体操をリードしてくれる
ボランティアを募集しています。

運動が苦手な方でも、誰でもできる体操です。

ご自身の運動にもなること間違いなし！

まずは活動時にお気軽にご見学ください♪

左手を上に～
そうです、
そうです～

学生
大歓迎！



内 容 日 時 場 所 備 考

利用者さんの入浴後の
身だしなみ等のお手伝い

水曜日、または土曜日
9時30分から12時位
出来る範囲でOK

介護老人保健施設
太郎

下連雀4-2-8

入浴後のご利用者さんのヘアドライヤー・
セット、車椅子介助・誘導、飲物提供など

要介護1以上のご利用者さん達です
男女不問年齢応相談、ワクチン3回接種済で

感染予防意識の高い方

自宅からコミセンへの
付添い

金曜日の
10時50分から12時位

新川付近
出来れば女性希望、18歳以上

認知症状が少しある高齢者の女性です

80代女性のお話相手
月木以外の10時から

15時位の間で1時間位。
週１か隔週

本人ご自宅
中原付近

18歳以上の女性希望、1名募集

高齢者施設にて
囲碁のお相手

週1回か月2回位、
10時から16時の間で1時

間位。曜日応相談

そんぽの家
三鷹新川

新川5-6-30
男女年齢不問、交通費支給、1名募集

高齢者施設にて
書道など

レクリエーション指導

11時30分から12時30分
または15時から16時

曜日応相談

アズハイム三鷹
野崎2-10-8

男女不問、18歳以上、交通費支給、若干名

デイサービスにて利用者
さんの機能訓練・散歩の

お手伝い（車いす利用者含む）
午前中、時間曜日応相談

方丈庵
大沢6-11-25

男女不問、交通費支給、1名募集、
車椅子を押す体力のある方

障がいのある方と運動
レクリエーション活動

第二・第四土曜日の
13時から16時

元気創造プラザ４F
新川6-37-1

愛の手帳を持っている知的障がいのある方達と、
ボッチャやドッチビー、室内ゲーム活動
男女不問、中学生以上、交通費支給

施設にて利用者さんと
食に関わる作業

水曜日から金曜日
9時15分から15時の間で

都合の良い時間
（1時間以上～）

食茶房むうぷ
新川6-9-23

フロア接客、自然食の定食作り・配達補助、
焼き菓子製造、パッケージデザインなどの作業

を利用者さんと行っていただきます
男女年齢応相談、

活動時間内容により、希望者昼食無料支給

施設にて利用者さんと
一緒に作業、

休憩時間のお話相手

平日9時から16時の間で
応相談

上連雀付近
障がいのある方たちの施設です。詳細はみたか
ボランティアセンターまでお問合せ下さい
男女不問、年齢応相談、1日1名の受入れです

障がいのある
男の子の送迎

火曜日、木曜日の
16時前後から30分位
どちらかでもOK

中原付近

障がいのある男の子の保育園から自宅までの
送迎をお願いします

出来れば保育経験のある60歳位までの女性
日常生活をスムーズに過ごせる体力のある方

1回500円支給予定

精神障がいをもつ方の
作業のお手伝い

月曜日から金曜日
9時から15時
時間曜日応相談

三鷹ひまわり第三
作業所

下連雀3-11-18

男女不問、小学生以上
1日1人位の受入となります

障がいをもつ女の子の送迎
通所日の木曜日

16時20分から16時30分
新川付近

ダウン症と心臓病のある女の子です。
作業所送迎場所から自宅までの付添い

18歳から60代位の女性希望、薄礼あり

子ども食堂のお手伝い

①毎月最終火曜日
14時から20時30分
②毎月第二土曜日

13時30分から16時30分

連雀コミュニティ
センター

下連雀7-15-4

①子ども達に無償で調理した食事を提供
②子供たちと一緒におやつ作り活動

男女不問、高校生以上、
コロナ感染対策を行っている方

児童館を利用する
子ども達と一緒に遊んだり
イベントのお手伝い等

月曜日から土曜日
13時から17時15分

の間で応相談

西多世代交流
センター

深大寺2-3-5

男女年齢不問、継続的に活動出来る方
小学生、高齢者可

出来る事を（折り紙指導など）お願いします

おもちゃの整理、受付
第一、第三水曜日
13時から15時

消費者活動
センター

下連雀3-22-7
男女各若干名、年齢応相談

施設周りの
草むしり剪定

応相談
三鷹げんき
大沢4-10-5

男女年齢不問、交通費支給、2～3名

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6月現在》Oクラブ様、Y様、O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。

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。

広報紙 <ミニミニ広場> 配達ボランティア大募集！ ウォーキングがてらに！ご自分の都合で活動できます！

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

※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.66

■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)

子ども

障がい

その他

高齢者

問

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：応用編：7月22日(金) 10時～11時30分

■実施方法：ZOOM開催

■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：応用編：オンラインのみ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

やってみよう！ ★はじめてのZoom講座★

楽しく❝転ばない身体づくり❞にチャレンジしましょう♪

※当日はマスク着用でご参加ください。また、体調が悪い場合は参加をお控えください。主催：三鷹市社会福祉協議会・
東部地域包括支援センター

（東部地区生活支援コーディネーター）

協力：しばた整骨院

転 倒 予 防 教 室

・日 時 令和4年6月より、第二・第四 火曜日 13時～14時（1回のみの参加もOK）
・場 所 三鷹市まちづくり交流会（牟礼6-25-23 都営牟礼6丁目アパート1階）
・対 象 65歳以上の東部地区住民
・費 用 1回500円・持ち物 飲み物、タオル・定員 15名（先着順）

・体操講師 しばた整骨院 柴田 和幸 院長

・申込み みたかボランティアセンターまで、お名前・年齢・住所・電話番号
メールアドレス（メールでの連絡を希望される方）を、電話かFAX、
来所にてお伝えください。

みたかボランティアセンター TEL：0422-76-1271 FAX:0422-76-1273

「毎日体操しているから大丈夫！」そう思っていませんか？
他の体操とは、鍛えるところが違うんです！
転倒予防のためには「関節の動きをスムーズにすること」
「下半身の強化」が必要です。

■下連雀3、4丁目・・・約20件 ■下連雀６、７、9丁目・・・約45件（分割可能です）■下連雀６、７、８丁目・・・約50件（分割可能です）

■新川3、6丁目・・・約30件 ■大沢2丁目・・・約15件 ■大沢３丁目・野崎３、４丁目・・・ 約20件

■野崎１、２丁目・井口２丁目・上連雀8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）


