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地域福祉ファシリテーター
養 成 講 座

住民の立場から、地域の福祉課題や地域の中で支援を必要としている人を発見し

自分の知識や技術、人脈、社会資源を生かしながら

その課題や支援を必要とする人に対する具体的な支援活動を企画・実施する

「地域福祉ファシリテーター」を養成します。

ルーテル学院大学の先生が、地域福祉ファシリテーターの

役割と地域福祉の課題をわかりやすく講義し

グループワークを通してニーズを満たすための活動へつなげていきます。

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・・・・・

本(幼児書から一般書)

日 時：８月２４日（水）10時～12時

会 場：みたかボランティアセンター2階会議室（上連雀8-3-10）

参加費：無料

定 員：３０名（先着順）

内 容：ボランティア活動についての説明や地域で活躍している団体・グループの活動紹介など

対 象：三鷹市内在住・在勤・在学・在活動者で地域活動を始めたい方

申込み：７月１９日（火）～８月１９日（金）

右の申込フォーム、または電話で①名前②年齢③住所④電話番号を申込む。

地域で活躍してくれる

内 容：三鷹市内の老人ホーム・障がい施設・保育園や学童、
地域の集まりなどで趣味を生かしたボランティア。
手品、体操、踊り、習字など皆さんの前でお披露目してみませんか？

日時・場所：応相談
問合せ みたかボランティアセンター TEL 0422-76-1271

地域活動デビュー応援講座

三鷹のボランティア活動を知ろう
申込・問合せ

みたかボランティアセンター

電話 0422-76-1271
FAX 0422-76-1273

メールアドレス
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。

■日 時：基礎編：8月22日(月) 14時～15時30分
応用編：9月12日(月) 14時～15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7月25日(月)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

イベントボランティア募集中！



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

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

障がい者施設にて
日中活動サポート

（車いす介助、日中プログラム・
外出サポート）

平日10時から16時の間で
応相談

みたか街かど
自立センター
上連雀4-1-8

福祉コアかみれん１F

男女年齢不問、2名募集、面談あり

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

広報紙『ミニミニ広場』
配達ボランティア募集

ウォーキングがてらに！

ご自分の都合で
活動できます！

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。

半年の活動OK！
配達が出来ない月は
ご相談ください！

男女年齢不問！お気軽にお問合せください

・・・・・・・・・・・・・募 集 地 区・・・・・・・・・・・・

■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）

■牟礼7丁目・新川2、3丁目・北野2、3丁目→約30件

■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）

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？※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

〒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！ ■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。

問

問：みたかボランティアセンター TEL：0422-76-1271

子ども食堂のお手伝い
配膳・来場者対応

7月22日(金)17時から19時
8月26日(金)17時から19時
9月30日(金)17時から19時

仙川キリスト協会
中原1-24-8

ハレルヤ子ども食堂です
男女不問、年齢応相談、1、2名の募集です

利用者は小学校1年生～保護者など1日30名位
出来るだけ近隣にお住いの方希望

子どもの学習支援 毎週火曜日 19時から21時
連雀コミュニ

ティー・センター
下連雀7-15-4

アリスみたかです
男女不問、大学生以上、大学生歓迎

交通費支給
主に小学4年生から高校3年生の学習支援です

子どもの学習支援 毎週火曜日 16時から18時
上連雀地区公会堂
上連雀7-8-35

上連雀無料学習会です
男女不問、大学生以上の方

主に小学3年生から小学6年生の学習支援です

保育補助
子どもと遊んだり、

日中活動や行事のための
作り物手伝い

月曜日から金曜日
9時から16時
曜日時間応相談

下連雀保育園
下連雀4-19-4

男女年齢応相談
二週間の健康観察、体調管理が出来る方

保育補助、教材準備
月曜日から金曜日

9時から17時
曜日時間応相談

山中保育園
上連雀7-19-1-100
都営上連雀7丁目

アパート

女性2名、18歳以上
麻疹・風疹・水痘の羅患及び予防接種・一年以
内の胸部X線検査の確認をさせていただきます

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

施設周りの
草むしり、木々の剪定

応相談
サニーステージ深大寺

深大寺2-41-7
男女年齢応不問、2～3名

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

高齢 障がい 子ども 他

野 川 リ ズ ム 体 操

ここに来るのが
1番の楽しみ！

むさしの16（うたサークル）仲間募集♪

タイムスケジュール

男性メンバーも
活躍しています♪


