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みたか社協では、介護を必要としている方や介護をしているご家族の、療養生活に関するご希望を最大限に尊重し、
介護保険サービスの範囲にとどまらず、保健、医療、福祉の各機関や地域のボランティアグループ等との連携につとめ、
生活全体を支えるサービスの提供を致します。また、障害者自立支援法に基づく居宅介護（家事援助）と移動介護に
ヘルパーを派遣しています。
☆サービスの提供地域：三鷹市及び武蔵野市、小金井市、府中市、調布市、世田谷区、杉並区の一部（相談による）
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社協会員募集中！

社協&福祉のページ

こんな時…

『権利擁護センターみたか』

個人会員５００円

福祉サービスっていっぱいある
けどよくわからない…。
だれか、一緒に聞いて説明して
くれないかな？

お手伝いいたします！
！
福祉サービスの利用に不安のある方が、地域で安心して生
活できるように、
ご本人様との契約に基づき、福祉サービスに
ついての情報提供や助言など支援を行います。
また、福祉サービスの利用にかかわる料金、公共料金等の
日常生活に必要な金銭の管理等の支援も
支払い等の、
行っています。
※ 対象は、判断能力が一定程度あるものの必ずしも

法人会員５，
０００円

十分でない方や、高齢・障がいなどにより支援が必
要な方です。

※利用は有料です。ただし住民税非課税世帯、生活保護世帯
には減免制度があります。

権利擁護センターみたかでは、職員が随時ご相談をお受けいたします。
電話

受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
0422−46−1203
FAX 0422−71−2053
E‐mail kenri-mitaka@mitakashakyo.or.jp

賛助会員３，
０００円

春休みの将棋教室参加者募集！
初心者大歓迎！親子参加も
できます。
おじいちゃんとの将棋の
対局を楽しみましょう！

特別賛助会員１０，
０００円以上

●対 象 者
●開 催 日
●時
間
●会
場
●参 加 費
●募集人数
●申 込 み

市内在住の小学生
（小学1〜6年生）
と保護者
3/28
（日）
・30
（火）
・31
（水） 計3日
午後1時30分〜午後3時30分
福祉会館3階和室
無料
20名
3月18日
（木）
までに、
下記まで電話で
お申込みください
三鷹市社会福祉協議会 地域福祉係
電話：0422−46−1108

私達は、地域の福祉を応援しています
（広告）

こころ の 相 談
終 了 の お 知らせ
平成 4 年からふれあい福祉相談センターの一部と
して18 年間行っていた『こころの相談室事業』は、
平成22年3月31日をもって終了することとなりました。
こころの相談室を利用されていた市民の皆様には大
変ご迷惑をおかけいたしますが、今後は下記の相談窓
口などをご活用ください。

三鷹市相談情報センター
電話：44-6600
●心のなやみ相談
第 2 第 4 水曜 13 時〜 16 時

●女性のためのこころの相談
毎週木・土曜 13 時〜 17 時

要予約
要予約

車いすの貸し出しをご利用ください
市内在住のお年寄りや障がいのある方、及び疾病やケガに

車椅子専用福祉車両（禁煙）です。買い物、通院、お墓参り等ご用命は、
事前連絡にて承ります。お出かけ先、概算見積もりもお気軽にご相談く
ださい。
車椅子に乗り慣れていらっしゃらない方、事前にお試しいただけます。

より一時的に歩行困難な方に車いすを貸し出しています。
貸出期間：原則 1 回 3 ヶ月まで（1 ヶ月毎の更新制）
利用方法：在宅サービス係（福祉会館 2 階）で手続きください。

※ 介護保険等は適用しておりませんので、ご了承ください。

利 用 料：無料

みたか介護タクシー 電話/FAX：0422−32−1601 増田まで

問い合せ：在宅サービス係

TEL 0422−79−3505

』へご相談ください。

ご案内いたします！
！

「 成 年 後 見 制 度 」の
利用を勧められたけ
ど…。
どんな制度なの？
必要なの？

成年後見制度とは…

成年後見制度について
専門的なことが知りたい！
法律的なことを教えて！
！

判断能力がなければ、
自分で医療や介護を受ける契約を結ぶ
ことや、
自分の財産を適切に管理することが難しくなってしまい
ます。
このような状態では、
本人にとって不利な契約を結んでし
まったり、
財産をだまし取られたりするおそれがあります。
そこで、本人に代わって契約をしたり、生活に必要なサービ
スを受けているかを確認したり、財産管理をしたりする人が
必要になります。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な本人の権利を守
るための制度です。

成年後見制度の 内容説明、利用のための具体的な
手続き方法などの相談をお受けし、情報提供をいたします。
また、司法書士、弁護士に直接相談できる専門相談は、
毎月第2金曜日（司法書士）、第3金曜日（弁護士）に
行っています。
こちらは、予約制となっています。
※秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
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牟礼東班 ）

を過せたこと、ほんとうによかったと考えております。
牟礼東班でも、ひきこもりのお年寄りや子育て中の親
子さんとの接点等、いろいろな問題があります。また、
ネット員も高齢化しつつあり、若い方への引継ぎ等もこ
れからの課題と考えております。

牟礼東班では、年間をとおして食事会2回、外出を1回
という予定をたて、お年寄りの参加を呼びかけていま
す。平成20年に行なったバスハイクについて書いてみ
ます。今回は、家族ではつれていきにくい様な場所もど
うかと考え、川崎市の生田緑地公園に決めました。9月
22日、三鷹台団地に集合し、10時出発（参加者：25名、
スタッフ：15名）。一時間程で目的地に着き、A・B・C・車
椅子班に分かれ、散策がはじまりました。昔なつかしい
古民家をのぞいたり、水車小屋をみたり、元気のよい方
は少し離れた「岡本太郎記念館」までいきました。昼食の
集合時刻には全員が揃い、ネット員も皆ほっとしまし
た。笑顔の記念写真を撮ったあと、バスに乗りこみ予定
通り帰着しました。全員元気で事故もなく、楽しい一日

自動販売機の設置にご協力ください。
三鷹市社会福祉協議会では、
「自動販売機」
を設置していただける場所（敷地）等を募集
しております。
この自動販売機による収益は、
三鷹市社会福祉協議会が行う様々な地域福祉
事業に活用します。
「自動販売機」設置にご協力くださるようお願いします。

問合せ ： 総務係

TEL 0422−46−1108

私達は、地域の福祉を応援しています
（広告）

カーテラス三鷹店
〒181-0014 三鷹市野崎3-8-10

福祉車両（ウェルキャブ）コーナー
常設展示場

ウェルキャブ車を3日間
無料でお貸しいたします。

「みたか社協だより」のご意見・ご感想をお寄せください。

社協&福祉のページ

成年後見制度や権利侵害についてのご相談は、
専門相談をご利用ください。
（予約制）
権利擁護センターみたか
（ ）
１２０３
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社協&福祉のページ

「がくどうほいく」
みたか社協の学童保育所 運営について
みたか社協の学童保育所運営について
【問い合せ】 総務係

TEL 0422-46-1108

三鷹市の学童保育所は、その運営が始まって以来、すべて
三鷹市社会福祉協議会（以下「みたか社協」
）が担ってきま
した。しかし、昨秋、平成 22 年度指定管理の契約更新をむ
かえる南浦小、六小学童のプロポーザル（提案）方式による
公募が実施され、みたか社協から他の事業者に運営が任され
る結果となりました。残念ながら、民間事業者の優れた提案
が評価されたことを認めざるを得ません。今後、今日までの
みたか社協の学童運営について、何が不十分であったのか、
どこを改善すべきなのか、一つひとつ課題を整理するととも
に、児童・保護者のみなさんのニーズをしっかり捉えていく
必要があります。
また、職員間において活発な議論を行い、これを丁寧に取
りまとめる組織体制をつくることも重要です。みたか社協・
学童には地域の関係団体のみなさんと築いてきたネットワー
クがあります。こうした強みを十分にいかしつつ、地域子ども
クラブや地域とのさらなる連携を深めます。職員が一丸となっ
て、より良い保育へと拡充を目指して努力していきます。
常務理事 平田 信夫

みたか社協へのご寄付

【平成21年11月〜12月、平成22年1月】
（順不同・敬称略）

【一般寄付】

みたか社協の学童保育所では、
5つの保育理念のもと保育を
行っています。

1 「心身ともに豊かに育てる仲間との自由な遊び」
2 「社会性を育てる異年齢の仲間との集団生活」
3 「健康面と安全面を守り、生活習慣の充実を図る」
4 「楽しく生き生きと過ごせる魅力ある生活づくり」
5 「親の願いを受けとめ支援する」

みなさまのこころあたたまる
ご寄付ありがとうございました。
【一円玉募金】

寄付者氏名

金額

寄付者氏名

井口院

700,000円

株式会社Jマート

故）藤原 トミ子

500,000円

むらさき草の会

坂本

貞雄

100,000円

小林

輝光

100,000円

東川

敏男（2件）

100,000円

三鷹市ゴルフ連盟

50,000円

匿名

100,000円

匿名

80,020円

金額
66,822円
会長

花岡

富作

50,000円

ご寄付いただいた方のうち、
5万円以上の方を掲載させていただいております。
なお、
ご寄付いただいた方全員のお名前は
「広報みたか」及び本会HP
（http://www.mitakashakyo.or.jp/）
に
掲載させていただいております。

慶弔の返礼ご寄付のお願い
お祝い事やお悔やみごとに対して行われる「お返し」の全て、
または一部を社会福祉に寄付される方がいらっしゃいます。
三鷹社協では、このようなご意志の「寄付」を随時受け付け、
地域福祉の向上に役立たせていただいております。多くの場合そ
の行為を書き添えて、返礼状として慶弔に関わってくださった方
に送付されているようです。
慶弔の「お返し」にこの新しいあり方は、いかがでしょうか。
問い合せ：総務係

TEL ０４２２−４６−１１０８

｢ 愛 のミニ募 金 箱 ｣を置 か せ てください
自主財源の確保と活動の PR を目的に、「愛のミニ募金箱」
を製作しました。この募金箱を置いてくださる商店や事業所
等を探しています。
いただいた募金は、社協の独自事業の財
源として使わせていただきます。置いてく
ださるところは、下記までご連絡ください。

問合せ：総務係 TEL 0422−46−1108

小中学生ボランティア体験学習

キミにも和紙が作れる！
和紙職人に一日入門

「はばたけ」のメンバーに和紙の作り方を教えてもらったり、

和紙職人（講師）

一緒に珍しい和紙づくりにチャレンジします。

3月27

午前10時〜
日（土）午後3時30分

申込み・問い合わせ

（日本和紙造形研究所主宰）
社会福祉法人おおぞら会
アクティビティセンター
後援：三鷹市教育委員会

みたかボランティアセンター

はばたけてすき班

協力：三鷹市ボランティア活動推進協議会

0422-76-1271

災害ボランティアセンター

立ち上げ訓練実施
災害時も市民の安心を！

2/8 於：三鷹市福祉会館

みたか社協は、三鷹市との協定により、震度 6 弱の地震があった時等に災害ボラン
ティアセンターを開設し、災害時のボランティアの受付、派遣を行います。
いざ災害が起こった時に、スムーズに災害ボランティアセンターの運営が行えるよう、
平常時から立ち上げ訓練を行っています。
今回は、小地域活動を担っているボランティア「ほのぼのネット員」を対象に、事
例を題材にボランティアを活動場所へ送り出すマッチング訓練を実施しました。訓練を
通じて出てきた課題を解決していくために、今後も定期的に訓練を行っていきます。

参加者の感想
● くり返しの訓練が是非必要とつくづく感じた。
● 災害時のボランティア活動が、
この様に具体的に計画され、始動する事に
感激しました。出来る限り、協力したいと思います。
● ロールプレイでのフリートークで、貴重な意見が数多く出たと思う。
● 今回のロールプレイだけでも問題が出てきているので、実際に起きた時
には、リーダーになった人がテキパキと出来（指示）
る様な訓練をしていく
必要があると思いました。

あなたもボランティア登録しませんか？
みたかボランティアセンターでは、ボランティアのサービス
を希望される方にボランティアを紹介しています。

「お昼何にしようかな……？」
では からだにやさしい メニューを取りそろえ
皆様をお待ちしております。ぜひ一度、
ご賞味ください。

関心のある方は是非ご相談下さい。
◎登録された方には･･･
①希望に沿った活動を紹介します！②広報紙やメールなどで
講習会やイベント、ボランティア案内をします！③器材や図書
の貸出をしています！

問い合せ：0422−76−1271

月〜金 10:30～17:00

手作り品の製作、古切手の整理など（問）ボランティアセンター

■会 場：三鷹市福祉会館 3 階
■参加費：500 円
■定 員：20 名
（定員になり次第〆切）
■対 象：新小学校 5 年生〜中学生

國高 ひできさん

「木曜サロン」ボランティア募集

ボランティア広場

個人ボランティア登録をお願いします。あなたの空いている時間・曜日を教えて下さい。みたかボランティアセンター（
）
１２７１
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ボランティア広場
＜平成21年1月1日〜12月31日＞

使用済み

書き損じ

切手＆カード・ベルマーク・はがき収集
物品寄付ありがとうございました。
使用済み切手90㌔ カード32,800枚

書き損じハガキ318枚

（順不同・敬称略）

☆使用済み切手☆
【事業所・団体】市企画経営室・東部市政窓口・三鷹駅前市政窓口・三鷹台市政窓口・市生活経済課・市都市交通係・市生
活環境課・市市民課・市受付・市納税課・市子育て支援室・市健康相談室・三鷹市総合保健センター・市職員労働組合・市
生涯学習課・三鷹市体育協会・市地域福祉課障がい福祉係・井口小学校学童・市保険課・井の頭コミュニティ・センター・市
高齢者支援室・いきいきコーラス・禅林寺・三鷹市立第六小学校・むらさき草の会・白百合会・長谷川病院デイケア室・東京
三鷹ライオンズクラブ・三鷹ナースヘルパーセンター・三鷹北野郵便局・三鷹市高齢者センターいちょう苑・ほのぼのネット井
口西班・三鷹民主商工会・みずとり・ヨシコクリニック・三鷹市立第四中学校・三鷹市赤十字奉仕団・自治労東京都本部・国
立天文台・けやき苑・市民協働センター・三鷹図書館・都立神経病院地域療育支援室・篠原病院・三鷹市身体障がい者福祉協会・
三鷹市社会福祉事業団・ふれあいの会・日本ケンタッキーフライドチキン㈱・日本無線労働組合・名取屋興産㈱・労働金庫三
鷹支店・東京リフレス㈱・㈱樹舎・ベストツアー多摩・㈱藤和・武蔵野三鷹ケーブルテレビ㈱・㈱まちづくり三鷹・宮本運送㈱・
セコム㈱ＴＥセンター・M.M.P 南【老人クラブ】上二親交クラブ・牟礼笑楽会・山中百生会・くぬぎ会・四ツ葉ときわクラブ・

【個人】犬塚真弓・飯室恵美子・阿部章子・蟻坂アイ子・安藤悦子・
中原三葉会・深明会・東明会・堀合友の会・友和ときわ会・常磐会
大石静枝・植野ねん・大沢千里・荻原雅子・大石文俊・浅見和子・井端薫・岡本子・海老澤久江・折原キミ・井上マサ・上原永子・
梅田国子・大谷一江・小高公久・小俣すま子・井上・相原・伊関・樺島謙三・小林英子・倉上朋子・菊池百合子・桐原れい子・小杉亮太・
葛原みづゑ・倉田明子・グロリア倉橋・工藤むつ子・神藤フミ・清水園恵・下河邊俊子・鈴木静子・酒井孝太郎・篠崎晴美・清水靖子・
自閑博巳・酒井浩治・清水幹子・外山鏡子・張みや子・田中江里奈・高橋三晋・田中一枝・田中ヨウ子・中野幸司・成田環・西野弘子・
野中かず江・古川フク・畑美恵・羽山みち代・服部トシ子・舩越綾子・原よし子・藤城・船田幸恵・一ツ橋初子・村田英津子・宮沢寿子・
三宅直子・松前安子・真下敬子・森野典子・増田勝彦・森正夫・宮川とみ子・宮川斎・諸星健司・松井好枝・間正和子・諸岡・
宮本るみ子・吉川裕男・吉田昌宏・山岸富子・山本公子・山口千恵子・山口博範・箭内シゲ・吉川貞子・渡辺洋子・和田成子・
匿名 23 件【新川中原ボランティアコーナー】坂田輝子・大塚文代・上原直美・松尾秀子・正木安喜子・苔口萬寿子・一の
瀬すみ子・田中しず江・島野雅子・香川光子・椎名京子・金子文子・小林ミサ子・小沢久子・高梨真佐子・佐賀たづ子・小林美代子・
池田・桜井博之・大槻勝子・福田やよい・武田國春・佐久間貞子・伊藤奈江・宮下友子・植松千江・佐藤智子・林綾子・安倍杉代・相沢・
滝沢フミ子・茂野紀恵子・高橋恵美子・吉田みな子・小林智子・桜井・小林美公・富井文子・堀江・河本良子・山田発子・井上・
藤田和子・岡野章子・後藤晶子・樋口洋子・今野ちえ・藤山ゆきこ・高柳とく子・明寿会島田昭三・日本生命山口みつ子・三
鷹トリム体操クラブ・リビングハウスマム・下田労務管理事務所・つる屋酒店・新川中原コミュニティ・センター事務局・匿名

【牟礼ボランティアコーナー】飯野房子・山本英輔・田中コト子・松崎あき子・牟礼コミュニティ・センター利用者一同・
30 件
野口与志子・佐藤正子・堀百合子・牟礼コミュニティ・センター事務局・近藤美紀・浅野政治・谷保枝・植田純子・吉田みどり・
天神前クリニック職員・天神前クリニック外来者一同・今津和子・青木朱美・遠藤圭子・大橋幸子・長谷川敬子・三浦達男・小寺昇・
㈱三愛サービスセンター・道本いづみ・石川桂子・市川笑子・沢畑真弓・清水保子・中山静子【連雀ボランティアコーナー】
谷津俊昭・篠崎節子・秦美恵・南千恵・辻村和子・福本・脇坂・山本静子・永井・佐川三郎・森和子・横井川千廣・匿名 10 件

【大沢ボランティアコーナー】川島喜久子・長島つぎ・小笠原久代・加藤照夫・伊藤・大沢コミュニティ・センター

ボランティアコーナー員募集！
●新川・中原ボランティアコーナー（火・金）
●井口ボランティアコーナー（火）
●牟礼ボランティアコーナー（木）

●大沢ボランティアコーナー（木）
●連雀ボランティアコーナー（火）
●三鷹駅前ボランティアコーナー（木）

一緒にやりませんか？
使用済み切手の整理や
手作り品の販売などを行
うボランティアです。

市内6か所のコミュニティ・センターに開設しています。開設時間は午前10時〜午後4時です。
（問合せ：みたかボランティアセンター 0422−76−1271）

【井口ボランティアコーナー】
種田純子・平野信子・半田千代子・藍澤とみ子・金坂渚・宮崎美津子・柴倉周子・小林優子・斉藤・
【三鷹駅前ボランティアコー
酒井勇二・中川・海老沢精肉店・藤原あや子・金坂亘陽・大内英子・高林勝子・橋本ヨシノ・匿名 2 件
沢和江・田居多津子・下田明子・鈴木澄子・田島基子・渋谷・鈴木文子・内藤弘子・永山敬子・渡辺まり・和田年子・杉本貞子・
ナー】
山内好子・長谷部かつ・笹本きゑ子・荒谷・中川節子・大賀久子・匿名 4 件

☆使用済みカード☆
【事業所・団体】三鷹市立第四中学校・市民協働センター・市職員労働組合・三鷹駅前市政窓口・いきいきコーラス・日本無
線労働組合・東京グリーンシステムズ㈱・長谷川病院デイケア室・三鷹ナースヘルパーセンター・東京三鷹ライオンズクラブ・ファ
ミリーマート・三鷹市赤十字奉仕団・堀合友の会・篠原病院・あかねボランティアグループ・桜通り中央会【老人クラブ】ふれ

【個人】
五味美智子・菊池百合子・真下敬子・成田環・
あいの会・四ツ葉ときわクラブ・上二親交クラブ・中原三葉会・くぬぎ会
桐原礼子・舩越綾子・吉田昌宏・清水園恵・森正夫・田中江里奈・小林英子・本間悦子・金子恵美子・藤城浩三・工藤むつ子・

【新川中原ボランティアコーナー】
坂田輝子・大塚文代・
小俣すま子・岡本のぶ子・山口博範・小高公久・張・鎌田・匿名 9 件
富井文子・松尾秀子・正木安喜子・苔口萬寿子・高橋恵美子・小沢久子・小林美代子・武田國春・宮下友子・桜井博之・吉田みな子・
小林美公・河本良子・小林ミサ子・後藤晶子・上原直美・安倍杉代・島野雅子・三鷹トリム体操クラブ・日本生命山口みつ子・ファ
ミリーマート武蔵境駅前店・セブンイレブン新川一丁目店・新川中原住民協議会・新川中原コミュニティ・センター事務局・匿

【牟礼ボランティアコーナー】
野口与志子・松崎あき子・セブンイレブン三鷹南原店・セブンイレブンカミヤ三鷹牟礼店・
名 13 件
牟礼コミュニティ・センター事務局・道本いづみ・山本英輔・セブンイレブンアサミヤ牟礼店【連雀ボランティアコーナー】金

【大沢ボランティアコーナー】
甲州谷和子・福沢・大沢コミュニティ・センター
【井口ボランティアコー
沢嘉代子・秦美恵・森和子
前田寛子・
ナー】金坂渚・宮崎美津子・柴倉周子・小林優子・井出・中川・大内英子・匿名 1 件【三鷹駅前ボランティアコーナー】
榎本英治・田島基子・渋谷・鈴木文子・渡辺まり・寺門都・中川節子

☆書き損じはがき☆
折原キミ・田中江里奈・菊池百合子・葛原みづゑ・金田・セコム㈱ＴＥセンター・三鷹市シルバー人材センター・篠原病院・
【個人】

【新川中原ボランティアコーナー】
桜井博之・大槻勝子・植松千江
匿名 4 件
☆ベルマーク☆
上原永子・舩越綾子・吉田昌宏・匿名 2 件
【井口ボランティアコーナー】
斉藤・半田千代子・匿名 1 件
【個人】

☆物品寄付☆
宮下香織・渡辺登美子・飯室美恵子・吉野昭・薄田美知子・真下敬子・
【個人】
浦尾照子・浅野虎彦・葛原みづゑ・日置禮子・三橋則子・梅田国子・斉藤千江子・
今山太津子・松井好枝・瀧澤喜代子・大崎ゆみ・松本利典・葛島・張・長嶺・小川・

集めた切手・カード・はがきは

何に使うの？

【新川中原ボランティアコーナー】
下川みつ・相川隆子・
安倍・浅見・匿名 3 件
上原うた子・井上まり子・冨賀瀬正恵・佐々木文子・坂本ヨシエ・高橋恵美子・

【牟礼ボランティ
福嶋美枝子・小幡愛子・岡野章子・鈴木・三鷹トリム体操クラブ
アコーナー】北野東晴クラブ・沢畑真弓・小林富子・庄司あや子・渡辺文子・
中山静子・飯野房子・清水保子・二見安子・津田好枝・角田静子・川崎【大沢

ボランティアコーナー】甲州谷和子・桜井・長嶋【三鷹駅前ボランティアコー
ナー】沢畑真弓・前田寛子・大賀久子・近郷

切手、カードは専門の業者さんに
買い取っていただき、ボランティア基
金に積み立てています。
はがきは郵便局で切手に交換して
ボランティアさんへの連絡などに活
用しています。

平成22年度
平成22年度 朗読ボランティア養成講座
朗読ボランティアとは、視力障がいを持つ方や、高齢で文字が読みにくくなった方の依頼で、
本や書類を読んでテープに録音したり、対面して読む活動です。
時： 5月20日
（木）
〜平成 23 年 2月17日
（木） ■協
■申
の毎月第三木曜日
〔全 10 回］
■対 象：朗読ボランティア活動に関心のある方
（市内在住､在勤、在学、在活動者、全回出席できる方優先）
■定 員：20 名
■費 用：2,300 円（社協会員：1,800 円）
■日

■講

師：音声表現学苑

主宰

坂井

清成 さん

力：朗読ボランティアグループういろうの会
込：4 月中旬ごろから受付を開始します。
みたかボランティアセンターへ直接または
電話、FAX、
メールでお申し込みください。
TEL：0422-76-1271
FAX：0422-76-1273
メール：info@mitakavc.net

「みたか社協だより」のご意見・ご感想をお寄せください。

ボランティア広場

みたか社協だより No.112

2010. 3.20

問い合わせはボランティアセンターへ TEL 0422−76−1271

障がい者関係

ボランティア募集

◆大沢にじの里
【内容】①演奏・ダンスなど ②余暇支援
（買い物・喫茶・散歩・ドライブなど）
【日時】①最終金曜日の午後 ②毎週土曜・日曜午前 9 時 30 分〜午後 3 時 30 分
※午前・午後のみでも OK です。
◆ケアホームにじ
【内容】①歌・楽器演奏など ②おやつ作り
【日時】①毎月第 2・第 3 土曜日午後 2 時〜 4 時頃
②月 1・2 回土曜・日曜午後 2 時〜 3 時

高齢者関係

◆サニーステージ深大寺
【内容】囲碁の相手
【日時】週 1 回程度。
午前 10 時〜 11 時 30 分または午後 1 時 30 分〜 3 時

みたか社協の計画づくりに参加してみませんか？
策定委員を公募します

みたか社協では、
地域福祉の推進を目的として、
その具体的実施方法を定めた地域福祉
活動計画を策定しています。
現行の
「地域福祉活動計画Ⅲ」
は平成 19 年度から平成 22 年
度を計画期間としており、
最終年度の平成 22 年度は次期地域福祉活動計画の策定期間
でもあります。
そして、
この活動計画の策定にあたっては、
社協の 5 つの部会から選出さ
れた委員と公募委員 2 名によって、
策定委員会を構成することとしています。
つきましては、
この計画策定にあたり市民から策定委員の公募を行いますので、
参加を
希望される方は平成 22 年 3 月 31 日
（水）
までに下記宛てにご連絡をください。
応募用紙
をお送りします。
※応募にあたっては、
400 字程度で応募の動機を作文としてご提出いただく予定です。
〒181-8555 三鷹市野崎 1-1-1 福祉会館内 三鷹市社会福祉協議会 総務係
電話：0422-46-1108
※応募者多数の場合は、
無作為抽出
（くじ引き）
による抽選を行いますので、
詳細は別途応
募者にご連絡いたします。

財団法人 みずほ教育福祉財団
①
『老後を豊かにするボランティア活動資金』
助成事業、
②
『配食用
小型電気自動車』
寄贈事業 実施のお知らせ
申込み締切：①平成 22 年 5 月末日 ②平成 22 年 6 月末日
※詳細は、
下記へお問い合せ下さい。
問い合せ 財団法人 みずほ教育福祉財団
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ銀行本店内
電話：03-3596-4532 FAX：03-3596-4531
漢字が書けない！パソコンやケータイで字を「打っている」と書く能力が衰えるのか、
はたまた年齢のせいか・・・。「読み書きそろばん」と言うように、書くことはすべ
ての基本。脳トレと思って最近はなるべく字を書くようにしています。
（く）

私達は︑
地域の福祉を
応援しています︒

〈広告〉

社会福祉協議会とは？民間の社会福祉法人として市民のみなさんや、福祉施設・団体、ボランティアグループ、事業所、町会・自治会、行政とと
もに様々な地域福祉事業を展開し、地域福祉を推進する団体です。

