
福祉バザーでは、どなたでも出店ができる「ふろしき市」を同時に開催します。
時間：午前10時～午後2時

1区画（170×200cm）　500円
　※ 1人2区画まで
■主　　催：三鷹市ボランティア連絡協議会
■申　　込：みたかボランティアセンター

TEL：0422－76－1271
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発行部数93,000部（全戸配布）
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古紙配合率70％再生紙を使用しています

私達は、地域の福祉を応援しています（広告）

第32回福祉バザー第32回福祉バザー
入場整理券は

午前 9時から配布

発行部数93,000部（全戸配布）
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お出かけ
ください 10/3（日）午前10時～午後 2時（雨天決行）

三鷹市暫定管理地大屋根広場（三鷹市役所東側「多摩青果跡地」）
10/3（日）午前10時～午後 2時（雨天決行）

三鷹市暫定管理地大屋根広場（三鷹市役所東側「多摩青果跡地」）

ペットボトルキャップ10個で一
回分の抽選券をプレゼント。
（参加は二回まで　景品が無く
なり次第終了）

その三　親子で力を合わせて体験だ…
よく見かけた建前を実演します。当日
何がまかれるか。
また、ステージ企画も迫力満点　ご期
待してください。

その一　集めて参加しよう… その二　参加すればきっとあなたにも…

みたか社協では、市内のボランティア団体、福
祉団体とともに、市民の皆さまとの交流や団体の
PRを目的に、毎年「福祉バザー」を開催してい
ます。
バザーの売り上げは各団体の運営費等の一部に
なります。
日用品や洋服の販売のほか、焼きそばやフラン
クフルトなどの食べ物も販売します。また、助産
師会による育児相談やキッズコーナー、土建組合
による包丁研ぎなどもあります。

同時に「ふろしき市」も開催しております（下
記を参照してください）。
掘り出し物を見つけようと毎年多くの皆さまが

いらっしゃいますので、午前９時より入場整理券
を配布しています。午前10時より整理券を持っ
ている方から順番にご入場いただき、整理券を
持っていない方はその後の入場となります。
多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
主催：福祉バザー実行委員会
地域福祉係　℡0422－46－1108問

人 見 街 道

東 八 街 道

公会堂 郵便局市役所

福祉会館
三鷹市
暫定管理地
大屋根広場

入口

注意：駐車場はございません

福祉バザーボランティア募集

当日楽しみながらお手伝いをしませんか？
9月 30日（木）までにご連絡ください。
内容：模擬店、バザー等の補助など
時間：午前 9時 30分～午後 3時

地域福祉係　℡0422－46－1108問

「ふろしき市」出店者も同時募集（フリーマーケット）

別の日もあるよ　11月7日（日）
午前10時30分～午後2時30分
ふれあい秋まつりと同時開催 
会場：新川中原コミュニティセンター

首都圏建設ユニオン多摩東支部による建前実演風景（H21年）
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お出かけの支援いたします。
　軽自動車のスロープ式車椅子専用福祉車両
（禁煙）です。買い物、通院、お墓参り等お出かけ先や病院
などの予約代行、買い物代行、見守り代行等ご利用者の方
がご乗車されない救援も致します。ご相談ください。
※介護保険、福祉チケット等は適用しておりませんので、ご了承ください。

みたか介護タクシー
電話/FAX：0422－32－1601　増田まで

☆地域の中の学童保育所☆

　みたか社協の学童保育所は「地域にねざした
安心の輪」をモットーに運営しています。今号
から４回に渡り地域の中での学童保育所を紹介
していきます。さて、第１回目は『三小わいわ
い広場と三小学童
保育所』の連携を
紹介します。
　『三小わいわい広
場』は、子どもの
放課後の居場所作
りのための活動（三
鷹市地域子どもク
ラブ）をしていま
す。
　子どもたちの健やかな成長を目的に、放課後
に三小の多目的室や校庭を開放しています。土
曜日は、学童保育所で小学生を対象にした「サ
タデイ開放」を行っています。
　また、三小地域では、三鷹市子どもコミュニ
ティ推進計画にもとづき、地域子どもクラブと
学童保育所が円滑に連携事業を実施するため、
関係機関の代表者が集まり、地域コーディネー
ター主催による情報交換会を、年６回程行って
います。

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。

〒181-0014  三鷹市野崎3-8-10

カーテラス三鷹店

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

このマークは視覚に障がいをおもちの方
が使う音声コード（SPコード）です。
音声読み上げ装置で音声コードを読みと
ることで、活字情報を音声化します。

音声コードでバリアフリー化 ①

学童保育所の一日
学童保育所とは、 保護者の就労等のため、 放課後、 保育の必要な小学校１年生から３年生

までの児童が、 主にあそびを通して生活するところです。ただいま！！
あそび おやつ

さようなら
本読み ・ 宿題

学童保育所での生活が始まります。

ボール ・ 一輪車 ・ 虫捕り ・ ままごとなど、

好きなあそびを見つけて過ごしています。
みんなが集まる楽しい

コミュニケーションの時間です。

同じ地域の子どもたちが

まとまって帰ります。

ゆったり過ごす

時間です。

第三小学校白井千晴校長先生より
『三小わいわい広場』事業は、三鷹市より委託さ
れ、子どもたちの放課後の居場所作りのために始
まったものです。学校としては、校庭と多目的室を
この事業のために提供し、活動に協力してまいりま
した。
学校としても、放課後、子どもたちが一度家に帰

らなくてもすぐに校庭や多目的室で遊べる環境が
できたことは大変ありがたいことでした。本校では、
体育健康教育を推進しておりましたので、子どもの
体力向上は一つの課題でした。その課題を達成す
るためにも、放課後に校庭で子どもたちが元気に
遊ぶことはとても有効な手段だったわけです。現
在では、「ソフトバレーボール教室」や「茶道教室」
等も三小わいわい広場主催の事業として行い、子
どもたちの居場所作りとともに体力及び体験つくり
にも一役買っていただいています。私たち教員もで
きる限り参加しお手伝いをしたいと考えています。

地域コーディネーター師橋千晴さんより
「三小わいわい広場と学童保育所とは、組織・運
営方法は違いますが、学校施設を共有し三小児童
にとって安心して過ごせる放課後の居場所の一つと
なるようにお互いを尊重しながら制度の垣根を越
えて常に協力・連携して活動しております。」

▲わいわい広場情報交換会の様子

三小学童保育所Ａ ・ Ｂ

三鷹駅に一番近い三小の敷地内にありま
す。二階建てで一階が学童保育所Ａ、二階
が学童保育所Ｂです。来年四月からの小学
校の建て替えに伴い、学童保育所も引っ越
し予定です。

赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金は、みなさまに必要とされる地域に根ざした社会福祉サービス、事業を支援するための募金です。また、サー
ビスや事業に必要なお金を集めるだけではなく、人々に「たすけあいの心」をはぐくむ事業として行われています。みなさまが
参加できる福祉活動の一つとして募金へのご協力をお願いいたします。募金は、お住まいの地域の町会・自治会を通じて、また
は、みたか社協、ボランティアセンターでも受け付けています。また、振り込みによる募金を希望される方は、下記へお問合
せください。頂いた募金は、「東京都共同募金会」に納付し、申請のあった社会福祉施設や福祉活動団体などに配分されます。

募金委員会事務局：総務係　℡0422－46－1108問

10月1日～31日
地域の福祉、みんなで参加

みたか社協は市内19ヶ所
の学童保育所を運営しており
ます。
【問合せ】　総務係

TEL 0422-46-1108

▲多目的室での様子
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東京日産
新車のひろば三鷹店

 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。みたか社協へのご寄付
【平成22年5月～7月】（順不同・敬称略）

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

音声コードを印刷しても視覚障がい者が
その印刷部に音声コードが添付されてい
ることに気づきません。そこで音声コー
ドが添付された印刷物には必ず切り込み
が入れられています。

音声コードでバリアフリー化 ②

夏！体験ボランティア 2010 in みたか

ナツツツボラ しました！

187名がボランティアにチャレンジ！

★とてもきん張していたけれど、たくさんの人が私に話しかけ
てくださってうれしかったし、おもしろかったです。
★高齢者の方たちとふれあえたのですごく楽しかったです。
★思っていたより皆さんが楽しんでくれていたので良かったで
す。
★だれかのために何かをしてあげられる時間作りをこれからも
続けられたらなあと思います。

（感想文の一部を抜粋しました）

ボランティアグループ通信ボランティアグループ通信ボランティアグループ通信
パソコンエイド

皆さん、こんにちは！
パソコンエイドは、視覚に
障がいを持つ方々のパソコ
ン・ハイテク製品の利用の支
援を行っているボランティア
団体です。
2004年パソコン支援ボラ
ンティア「パソボラ」として
発足し、地域自立生活支援セ
ンターぽっぷを拠点として訪
問サポート等の活動をしてきました。三鷹市には視覚に障がいを
持つ方々へのパソコン支援団体がなかったため2007年「パソコン
エイド」と改名し、パソコン講座、ボランティア養成講座等の活
動も開始しました。写真は、ボランティア養成講座の様子です。
視覚に障がいを持つ方は、マウスを使ってパソコンを操作する
ことはできないもしくは極度に困難です。しかし、スクリーン
リーダーというパソコンの画面を読むソフトウエアを使用して、
キーボードのみでパソコンを操作し、文書作成、メール、ネット
サーフィン、ネット通販、Skype等を利用でき、移動に関する障
がい、情報取得授受に関する障がいを克服することができます。
パソコンを使えるようになって生活の仕方が変わったと喜んでい
る方は沢山いらっしゃいます。
私たちは、視覚に障がいを持つ方々に同じような喜びを感じて
いただけるよう活動したいと考えています。身近に、視覚に障が
いを持つ方がおられましたらパソコンエイドをご紹介ください。ま
た、活動にご興味のある方はパソコンエイドまでご連絡ください。

パソコンエイド代表　牟田総男　
ＵＲＬ： http://www.mintleaf.jp/pcaid/

【一般寄付】
植松　千江 500,000円
東京三鷹ライオンズクラブ 250,000円
東川　敏男（３件） 110,000円
三鷹市リサイクル市民工房（4件） 79,900円

禅林寺龍華会基金から自動車などを

寄贈していただきました

禅林寺龍華会基金から本会へ自動車（福祉車
両）１台、車いす17台、机20脚を寄贈して頂き
ました。
これら自動車、車いすなどは地域福祉を推進
するため、大切に活用させて頂きます。
また、市民の方へ車いすを贈呈いたします。
詳細は下記をご覧ください。

2010年第52集みたか社協会報
「ゆりかご」の訂正

2010年第52集「ゆりかご」のほのぼの
ネット員一覧に記載漏れがございました。
お詫びして訂正いたします。（敬称略）
【追加】新川６丁目班　大作　真

禅林寺龍華会基金から車いすを贈呈
禅林寺龍華会基金では、経済的理由により購入が困難な高齢者（市民）の方に車いすを贈呈いた
します。車いすの種類は手動式の普通型です。応募者多数の場合は抽選となります。
〔申込み〕9月30日（木）（消印有効）までに、はがきに「車いす希望」、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、介護度、身長、体重、申込みの具体的な理由を記入して下記宛へお申し込みくだ
さい。
〒181－8555　三鷹市野崎１－１－１　三鷹市社会福祉協議会　総務係　宛

総務係　℡0422－46－1108問

▲禅林寺龍華会基金木村得玄委員長（左）と
みたか社協吉野会長

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」及び本会ホームページ
（http://www.mitakashakyo.or.jp/）
に掲載させていただいております。
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　「みたか社協だより」は年４回市内に全戸配布

しています。現在、広告主を募集しております。

事業主・商店の PRなど効果的な広報のチャンス

としてご活用ください。

◆サイズ：１コマ縦４cm×横８cm

◆申込・問い合せ：地域福祉係 0422-46-1108

広告を掲載しませんか？

「介護者談話室」は、在宅で介護している方を対象に介護者同士の交流、
介護技術の学習、情報提供、相談等の場として開催しています。介護を
経験した方や現在介護中の方が、介護について日頃の悩み等を自由に話
し合うとても気楽な場ですので、お気軽にご参加ください。参加希望の
方は、直接会場へお越し下さい。（申込不要）
また、毎月第４火曜日（午後１時～）に、三鷹市福祉会館 3階で定例

開催しています（変更する場合有）。

介護者談話室 野崎地区で行います！

10月19日（火） 午後1時30分～4時　
パナソニックエイジフリー介護チェーン武蔵野
（野崎4-7-8）
ミニ勉強会、懇談会、介護用品展示、介護相談

日時
会場

内容

音声コードは全国の行政機関の書類や病
院の処方箋、金融機関、企業の情報文書な
どに採用されはじめており、音声コード
導入が促進されています。

音声コードでバリアフリー化 ③ 介護サービスのご利用のお手伝いをします
　三鷹市社会福祉協議会では、介護保険に関するご相談、
介護保険サービス利用時のケアプランの作成（ケアマネ
ジャー派遣）等を行っています。
　介護でお困りの方、介護保険サービスのご利用をお考
えの方は、下記までお問い合わせください。
 問い合せ：在宅サービス係（居宅介護支援事業所）

TEL 0422－79－3505

｢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

ふれあい秋まつり
第 27回福祉の街づくり市民のつどい ２010

新川中原コミュニティセンター

オープニングは

春清学苑幼稚園の

鼓笛隊です！

ボランティアグループ、 ＮＰＯ等の活動展、 模擬店、 ふろしき市

（フリーマーケット）、 ステージイベントなど。

（問い合わせ）
みたかボランティアセンター　℡ 0422-76-1271

認知症家族のための勉強会
―私ができること　地域ができることー
認知症サポーター養成講座（中級編）

家族が認知症の方のための勉強会です。認知症の方と接する時の具体的
な対応や市内の支援サービスについて一緒に学びましょう。

10月8日（金）、15日（金）※2回連続
午後1時30分～4時
みたかボランティアセンター 3階会議室

■講　師：けやき苑地域包括支援センター
服部将志さん

■受講料：無料
■内　容：認知症の方との接し方

支援サービスの情報提供、情報交換
■対　象：家族が認知症の方
主催：みたか認知症家族の支援の会／協力：みたかボランティアセンター
申込：同センター　℡ 0422-76-1271

ボランティア募集ボランティア募集ボランティア募集 みたかボランティアセンター
℡0422－76－1271

問

●朝陽学園バザー（児童養護施設）
内容：会場設営、模擬店販売、片付けなど
日時：10 月 31 日（日）午前 8時～午後 5時ごろ（ご都合のつく時

間だけでかまいません。）
会場：大屋根広場（東京多摩青果跡地）
●ふれあい秋まつり 2010　ボランティアスタッフ（ボランティアセン
ター）
内容：会場設営、模擬店販売、受付、片付けなど
日時：11月 7日（日）午前９時～午後４時　都合のよい時間
会場：新川中原コミュニティセンター（新川 1－ 11－ 1）

在宅サービス係　℡0422－79－3505問 地域福祉係　℡0422－46－1108問

日　時：10月27日（水）午前7時30分市役所出発・午後5時30分到着予定
行　先：群馬方面　　　　定員：70名
対象者：三鷹市民の方で身体障害者手帳をお持ちの方。
参加費：１人2,500円（付添い者も同額） 

　申込み：９月30日（木）（消印有効）までに、往復はがきに「日帰り旅
行参加希望」・住所・氏名・年齢・電話・障がいの等
級及び使用器具など・車いすの使用の有無・付添い者
の有無【追記：付添い者の名前及び住所】を記入し、
「〒181-8555　三鷹市野崎1‐1‐1　三鷹市社会福
祉協議会地域福祉係日帰り旅行担当」まで申し込む。

捨てないで！使用済み切手＆カード ベルマーク寄付

身体障がい者レクリエーション：日帰り旅行の募集

書き損じはがき
整理・換金してボランティアセンターの運営
に使われます。

ボランティアセンターへ

切手は 1センチ程度余白を残し
て切り取ってください。

ギザギザを必ず残して下さい。

新川中原ボランティアコーナー
正木　安喜子／松尾　秀子／島野　雅子／

小林美代子／高橋　恵美子

※平成２１年の寄付者を掲載した際にお名前が
漏れていました。お詫びいたします。

月 日（日）午前10時～午後3時11 7


