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❑ふろしき市（雨天中止）

11月20日(日)10時～14時

三鷹中央防災公園

※福祉バザー同時開催

❑世話人会

11月26日(土)13時～

みたかボランティアセンター２F

うごこっと体操 体験会

Zoom（オンライン）で開催！

オリエンテーション
11月26日(金)11時30分～12時【Zoom/参加必須】

12月3日(土)～12月24日（土）
毎週土曜日【全４回】 10時30分～12時

場所 自宅からオンラインツールＺｏｏｍを使用して参加

接続に不安のある方、Zoom接続に必要なパソコン、スマホ
タブレットを持っていない方は、

牟礼コミュニティ・センター（牟礼7-6-25）

新川・島屋敷通り集会所第2集会室（新川4-25-1）

で参加することもできます。

対象 ６５歳以上の三鷹市民

主にオンライン体操教室への参加が初めての方

スマホやタブレットなどを持っていない方も参加できます！

定員 20名（先着順）

体操

講師

フィットネスインストラクター

清水武 氏

【主催・申込・問合せ】 みたかボランティアセンター TEL 0422-76-1271/FAX 0422-76-1273

内容 体操講師による「うごこっと体操」、参加者同士の交流

オンライン
初めての方でも

大丈夫！

無料です

オンライン（Zoom）が初めての方でも安心して受講いただけ
るよう、事前操作説明会を開催します。また、各回会場で個別
に操作補助も行います。

みたかボランティアセンター（三鷹市上連雀8-3-10）

日 時

場 所

11月26日（土）

10時～、10時30分～、11時～（各回30分）

各回７名まで

持ち物 ご自身のスマホ・タブレット・パソコン

定 員

講 師 NPO法人シニアSOHO普及サロン・三鷹

体操当日

うまくいくか不安…

当日も牟礼コミセン・新川・島屋敷通り

第２集会所第集会室に講師がスタンバイ！

不安がある場合は会場にお越しください。

また、タブレットの貸し出しも行っています。

申込QRコード

開催

日程

申込
方法 ①名前 ②年齢 ③住所・電話番号④zoom経験有無

⑤メールアドレス有無（有りの場合、メールアドレス）
⑥事前個別説明会希望有無
※希望の場合、希望時間を記入

11月26日（土）10時、10時30分、11時より選択
⑦使用機器 ⑧参加場所 ⑨質問等

✉chiiki@mitakashakyo.or.jp

事前操作説明会&個別操作補助

11月１日（火）～18日（金）までに
必要事項を電話・FAX・✉にてお伝えください

開催日時：毎月第2・4金曜日

13時30分～15時

場 所：SALON DE AZALEA

(中原1-9-7)

対 象：会場近隣にお住いの方

費 用：1回100円

地域の交流と脳の健康

調布市との境目で、三鷹市民も調布市民も一緒に
楽しく交流できる居場所ができました。
会場のお近くにお住まいの方、
ご近所同士でお友達を作りたい方
みんなで楽しく脳トレや
おしゃべりをしながら
楽しいひと時を過ごしましょう♪

みたかボランティアセンター

☎ 0422-76-1271

申 込 み

問 合 せ

身体と精神を鍛えて、健康な毎日を過
ごしましょう！
健康づくりに、ダイエットに、また、
仲間づくりに、ぜひご参加ください☆
見学・体験の方には、貸し出し用具も
準備しています。
まずは体験から、ぜひお気軽にお越し
ください。
みなさまの参加をお待ちしています！

開催日時：毎月第2・4火曜日 10時～12時30分

場 所：新川中原コミュニティセンター和室

（新川1-11-1）

対 象：興味のある方はどなたでも

費 用：入会金500円・参加費1回100円

申込み・問合せ

代表・山田

090-2452-2942

♪

点字カレンダーを

全国無料で

お届けします

三鷹市役所
三鷹市農協前

三鷹中央防災公園
元気創造プラザ（市役所東）

会場には駐輪場がございますが、駐車場はございません。
毎場まではバスか自転車でお越しください。

三鷹市新川6-37-1
主催：社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会
共催：三鷹市
実施主体：第44回福祉バザー実行委員会
電話：0422-46-1108
メール：jigyou@mitakashakyo.or.jp
URL:https://www.mitakashakyo.or.jp
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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！

※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※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！

問
■高齢 ■障がい ■子ども ■他

■三鷹駅前筋肉体操
体操リードボランティア

①毎週火曜日9時～9時30分
②毎週木曜日9時～9時30分

①野鳥の森公園（武蔵野市西久保1-30）
②井の頭公園文化交流広場ジブリ美術館裏（下連雀1-1-83）
男女不問、年齢応相談、学生歓迎、親子連れ応相談、事前レクチャーあり

■デイサービスにて
体操レクリエーション指導、

演奏披露
平日14時～15時位の間

カノン三鷹
牟礼3-8-16

男女不問、年齢応相談、交通費支給

■傾聴ボランティア
もしくは、

お散歩同行、お茶のみ相手

金、水曜日以外の午後の内
1時間位

本人ご自宅
中原付近

40代以上の女性希望、
交通費バス代程度支給

少し物忘れのある女性です

■麻雀のお相手
毎週木曜日

13時から15時の間で
1時間位

生活機能型デイサービス

りぶうぇる
牟礼6-13-15-1F

男女年齢不問、交通費支給
麻雀を始めてみたい方歓迎！１、２名募集

■お散歩の付添い
月曜日から金曜日の

13時から15時の間で
1時間位

生活機能型デイサービス

りぶうぇる
牟礼6-13-15-1F

男女年齢不問、交通費支給
車椅子を押す体力のある方、１、２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、年齢応相談、交通費支給
1名募集、

車椅子を押す体力のある方

■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

■買い物代行 応相談 新川付近
日常生活に必要な買い物に慣れている方

高校生以上
精神科に通われている男性の買い物代行です

■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

■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

■子ども食堂のお手伝い
《もぐもぐ子ども食堂》

毎月第2・4水曜日
7時から8時30分

※朝食提供となります

上連雀地区公会堂
上連雀7-8-35

女性3名の募集
年齢応相談、出来ればご近所の方希望

主に小学生～その保護者の方が利用者です

■■自宅にて学習支援
５科目の内その都度科目を

決めて勉強をする

日曜日の
13時から17時の間で

2時間位

世田谷区
給田付近のご自宅

中学一年生の女の子です
神経難病があり大型車椅子、人工呼吸器を使用

タブレットと短い言葉で
コミュニケーションを行います

大学生以上、できれば女性、他応相談

■自宅で学習支援

水曜日
16時30分、または17時

から
18時30分、または19時

武蔵野市役所
近くのご自宅

中学2年生の女の子です
生活面も見ていただける30代以上の女性限定

■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、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
《わくわく子ども食堂》

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

■イベントのお手伝い
11月13日(日)
12時から18時

三鷹中央通り
NPOみたか市民協同発電です

男女不問、高校生以上、5～6名の募集

■おもちゃの病院にて
おもちゃの修理、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

■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！

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・・・・・・・・・・・・

■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30件

■下連雀6・7・8丁目→約50件（分割可能です）

■大沢2丁目→約15件

親子で、ご夫婦で活動されてる方も

いらっしゃいます！

筋
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11月19日（土）10時30分～14時
※受付は開始・終了時間の30分前

三鷹産業プラザ７階会議室
下連雀3-38-4

三鷹市近隣の福祉に関する仕事の
相談・面接会です。
(介護職員、看護師、ホームヘルパ
ーケアマネジャー保育士など)
フルタイムパートタイムなど雇用
スタイルも様々です。25法人が出
展する予定です。

主催：■三鷹市社会福祉協議会在宅サービス係
℡ 0422-79-3505 Fax 0422-71-2053

http://www.mitakashakyo.or.jp/
■東京都福祉人材センター

共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡協議会／ハローワーク三鷹

◎資格不要の求人もあります。
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。
◎福祉の資格、仕事に関する総合的な相談をお受けします。
◎新型コロナウイルス感染拡大により中止する場合があります。
◎下記へ電話またはホームページからお申込みください。出展法人は

こちらから
ご覧ください

福祉のしごと
相談・面接会 要予約

＜感染防止対策＞
・求職者は事前申込制
・求職者、出展者ともに手指
・消毒、マスク着用、検温
ブースにパーテーション設置

ホームヘルパーのための自立支援基礎講座
～自立を促す支援のあり方～

◆注意事項
・新型コロナウイルス感染症防止策として、
会場内はマスクと手指消毒をお願いし発熱や体調
不良がある方は参加をご遠慮ください。

・会場入室時に検温をさせていただきます。
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
やむなく開催を中止させていただく場合がございます。

日 時 ①12月12日(月)18時30分～20時30分

②12月19日(月)18時30分～20時30分 ※両日の参加をお願いします

◆会 場 ①②元気創造プラザ 3階会議室 （新川６－３７－１）

◆内 容 ①「当事者の自立に向けた働きかけ」

～精神障がい者支援のポイント！相談員と看護師の視点から学ぶ～

講師 田中 久理子（社会福祉法人三鷹ひまわり会 相談支援事業所ひまわり）

清水 拓郎、前田 利行（株式会社M.crew訪問看護ステーション）

②「事例を通して学ぶ」～当事者の体験談～

講師 統合失調症 当事者 及び

田中 久理子（社会福祉法人三鷹ひまわり会 相談支援事業所ひまわり）

柳本 文貴（NPO法人グレースケア機構）

◆対 象 三鷹市内事業所、ならびに三鷹市民にサービス提供をしている近隣区市町村の事業所に所属しているホームヘルパー等

◆受講料 無料 ◆定員 20名（先着順） ◆申込み 11月7日(月)～12月2日(金)までに下記へお電話ください。

◆問合せ 三鷹市社会福祉協議会 在宅サービス係 ☎0422-79-3505 FAX 0422-71-2053 ✉zaitaku@mitakashakyo.or.jp


