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古紙配合率70％再生紙を使用しています

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

第33回福祉バザー
～今年は「東北応援」がテーマです！～

１０/２(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｣）

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（170cm×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

「ふろしき市」出店者も同時募集（フリーマーケット）

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？
内　　容：模擬店、バザー等の補助など
活動時間：午前９時３０分～午後３時
　　　　　※時間応相談

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

ボランティア団体、福祉施設、ＮＰＯなど
約２５団体が集まって開催するバザーです。
今年は、東北地方の復興を三鷹から応援す
るために、矢吹町、石巻市、東松島市、女川
町の特産品販売コーナーを設置し、その売上
は被災地へ支援金として送金します。また、
参加団体の売上の一部は日本赤十字社へ義援
金として送金するとともに、参加団体の活動
資金になります。多くのみなさまのお越しを
お待ちしております。
　主催：福祉バザー実行委員会

　
参加団体が出店するバザーと、市民ならど
なたでも出店できるフリーマーケットがあり
ます（詳細は下記参照）。

焼きそば、チヂミ、骨付きソーセージ、手
作りクッキー、焼き菓子、ジュースなど。

助産師さんによる育児相談コーナー、東日
本大震災救援活動写真など。

科学遊び、キックターゲット、ぬり絵、職
人体験コーナー、包丁研ぎなど。

①佑記奈桜さんライブ
　東北の復興を願うオリジナルソング
　「Smile」を熱唱します。
②東北地方の民謡と踊り
　出演：若瀬弥生さん（民謡歌手）
　　　　若瀬守正さん（津軽三味線）
　　　　三鷹とんぼ会のみなさん
③東北の復興を応援するために、矢吹町、　　
　石巻市、東松島市、女川町の特産品を　　
　販売します。

①フラダンス
②さわやかゆめ体操

　場内に梁や柱を組んで建前の儀式を実演し
ます。お餅のかわりにお菓子を撒きますので、
みなさまご参加ください（参加無料）。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

フードコーナー（模擬店）

キッズ＆お楽しみコーナー

東北応援企画

ボランティアグループ活動発表

建前実演（お菓子撒きあり）

バザー・フリーマーケット（ふろしき市）

展示・ＰＲコーナー

昨年の福祉バザーの様子

フラダンス活動発表の様子
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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

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 活 動 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

学童保育所とは、 保護者の就労等のため、 放課後に保育の必要な小学校１年生から３年生までの児童が、

主に遊びを通して生活するところです。

～ 『学童保育所と地域との交流」 ～

【問い合せ】　総務係  
 TEL 0422-46-1108

　七小学童保育所Ａ・Ｂは、芸術文化センターの近く、第七小学校の
敷地内の東側にあり、日当たりと風通しの良い２階建ての建物です。
　１階がＡ、２階がＢで、A・Bの子どもたちはお互いに遊びなどを通
して交流しながら毎日元気に生活しています。
　今年度は暑さ対策として、ゴーヤによる緑のカーテンを設置してい
ます。

　６月に、三鷹市立第四中学校より「職場体験学習」のため、中学
生２名が学童保育員の仕事を体験しました。
　はじめに、学童保育所の１日の流れを伝え、掃除やおやつの準備
などをしてもらいました。
　学校が終わり、登所した子どもたちは、「おかえりなさい！」と
出迎えてくれたお兄さんに興味津々！「何歳ですか？」「好きな遊
びは何？」とたくさんの質問が飛び交い、とても嬉しそうでした。
　中学生は、最初は子どもたちの勢いに少し驚いた様子でしたが、

　学校が終わったあと、学童保育所の生活は「ただいま！」の挨
拶からはじまります。
　そのひとことから、今日も元気だな、ちょっと疲れた感じなの
かな…など、一人ひとりの調子を感じることができます。
　先日、子どもたちから「“ただいま”って帰ってくるの、嬉しい
な～」「学童ってゆったりするな～」というつぶやきが聞こえて
きました。学校でたくさんがんばってきた後、学童保育所でリ
ラックスして過ごしてくれていることがわかり、保育員も嬉しく
思ったひとコマです。
　学童保育所は異年齢の子どもたちが集まり、子どもたち自身が

　地域子どもクラブ「あそびバナナ」とは、日ごろから交流をしています。
　毎週水曜日の放課後、子どもたちは校舎内で行われている『フリースペース』で
折り紙やアイロンビーズなどを楽しみ、体育館では、バドミントンや卓球など様々
な企画に参加しています。
　昨年は連携行事としてお月見団子をつくりました。子どもたちは、お団子用の粉
に水を加えて練り、形を作るところを体験し、自分たちで作ったお団子をおいしく
食べました。保護者の方には、茹でて味をつけて頂きました。
　自分で作るとおいしさもひとしおのようで、タレやきな粉まで完食し、とても盛
り上がった一日でした。
　また、合同で防犯訓練も行い、緊急時に備えました。今年度も連携行事・合同防
犯訓練を行う予定です。
　今後も子どもたちの安心・安全を守り、地域で楽しく過ごせるようにお互い協力
していきたいと思います。

室内で一緒にレゴやごっこ遊びなどをして、す
ぐにうちとけたようでした。
　その後、おやつの配膳や食後の本読み、外遊
びではサッカーやバスケットボールを通して子
どもたちと関わってもらいました。
　職場体験学習を終えて、「楽しかった。学童
保育の仕事はおもしろいと思った。」という感
想をもらいました。
　学童保育所の子どもたちにとっても思い出に
残る良い経験ができた１日となりました。

お互いに遊びを中心として関わり合い、生活す
る場所です。
　「そのレゴの飛行機かっこいい！どうやって
作ったの？」と憧れのまなざしを向ける１年
生。「じゃあ作り方を教えてあげる！まずこの
部品を探して。」と頼られて嬉しそうな３年
生。日々こういうやりとりをくり返しながら一
緒に生活し、仲間になっていきます。
　少子化といわれ、きょうだいの人数も少なく
なってきているなか、学童保育所はこのような
やりとりができる貴重な場だと感じています。

地域子どもクラブとの連携

　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」でも受け付けております。お預かりした募金は、「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るほか、災害時には「災害ボランティア・センター」の設置や運営などに役立てています。

10月1日より始まります
被災地支援にも役立っています！赤い羽根共同募金

募金委員会事務局：
総務係　
℡0422－46－1108

問

職場体験学習♪

子どもたちのつぶやきから･･･

七小学童保育所Ａ ・ Ｂ編

キメポーズ研究中！？
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リフォームのカシマリフォームのカシマ
安全で快適な住まいづくりの応援団

三鷹市下連雀2ー14ー43
㈲Ｒ＆Ｍ’カシマ

リフォーム全般承ります。
介護保険も利用できます。受領委任払い可。

お電話お待ちしています。 TEL：0422－26－6022

トヨタハートフルプラザ東京
トヨタウェルキャブ（福祉車両）総合展示場
10/22（土）･23（日）

杉並区宮前1-20-22
〒168-0081

TEL：03-3332-3811

イベント開催！

プリウスα助手席リフトアップシート車

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 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

【一般寄附】
大久保　智 様 500,000円

三鷹市民謡連合会 様 100,000円

三鷹市ゴルフ連盟 様 50,000円

【福祉基金】
吉江　芳子 様   50,000円

【ボランティア基金】
丸山　幸子 様   50,000円

　ご寄附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、ご寄附いただいた
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。

　社会福祉法人への寄附は、所得税法上の寄附
金控除、住民税の税額控除、法人は法人税法上
の損金算入が出来ます。（※確定申告に際して
当会発行の領収書が必要となります。）

みたか紫水園（新川）
【内容】 ①お茶の準備や片付け　②利用者のお話相手
 ③園芸、手芸のお手伝い
 ④書道、絵手紙、絵画等のお手伝いまたはアシスタント

【日時】 月～土曜日（都合の良い時間に）   健康で活動を楽しめる方歓迎
デイサービスセンターゆや（井口）

【内容】 ①ちぎり絵、手工芸のお手伝い
 ②楽器演奏　③部屋の整理、片付け

【日時】 ①、②月～金曜日　午後1時30分～３時30分
 ③月～金曜日　午後２時30分～３時30分
 ①、②、③ともご都合の良い曜日

高齢者関係

アートチャイルドケア　マミーナ三鷹（下連雀）
【内容】 ①園庭の整備（芝刈り、草取り、花植え）
 ②子ども用の防災頭巾作り

【日時】 ①２週に１回　１時間～２時間程度（曜日自由、土日祝日は除く）
 ②時間は自由、ご自宅で作業（裁縫が好きな方）

児童関係

ボランティア募集

　「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。希望者は下記へご連絡くだ
さい。
　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）。

　弁護士、司法書士等により権利擁護事業や成年後見制度、三鷹市の福祉サー
ビスなどについて学びます。

【日時】１０月１３日（木）　午後１時３０分～午後５時
　　　  １０月１５日（土）　午前１０時～午後４時５０分
　　　  １０月１７日（月）　午後１時３０分～午後４時

【場所】三鷹市福祉会館（市役所敷地内）他
【申込】９月３０日（金）までに所定の申込書によりお申込みください。

　成年後見制度や相続、遺言について、（社）成年後見センター・リーガルサ
ポートの司法書士が相談に応じます。将来に備えたい方、今お困りの方など、
どなたでもお気軽にご来場ください。ご来場の際は下記へお申込みください。

【日時】１０月１日（土）　午前９時３０分～午後４時３０分
【場所】武蔵野タワーズ　かたらいの道市民スペース（三鷹駅北口徒歩５分）
【申込】下記へお申込みください

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

10月20日（木） 午後1時30分～4時
山中地区公会堂（上連雀８-２１-１４）

ミニ勉強会、懇談会、介護相談、介護用品展示

日時

会場

内容

ボランティア募集ボランティア募集 みたか社協事業紹介コーナー

「傾聴ボランティア」
知っていますか？

　みたか社協では、あたたかい地域社会を築くために、「お話し相手
ボランティア」を個人宅や施設に派遣する事業を実施しています。
　今、地域では人と人との関係が疎遠になり、孤立する高齢者や障
がい者が増え、様々な問題が生まれています。地域には、何日も人
と話をすることなく暮らしている高齢者の方がいらっしゃいます。
近隣住民や介護スタッフの協力で、このような方を見つけ、傾聴ボ
ランティアを「お話し相手」として派遣し、地域での孤立化防止に
役立てています。
　傾聴ボランティアは、話を聴くことで、相手の方に生きる元気や
活力、勇気を持ってもらえるように支援し、孤独感や不安感の軽減
をはかります。130名の方々
がボランティア登録（平成
23 年９月１日現在）し、地
域の高齢者宅や高齢者施設
などで活動しています。

在宅サービス係　
℡0422－42－0404

問

しんなかサロンでの傾聴ボランティア活動

介護者談話室 山中地区公会堂で行います！

権利擁護・あんしんサポーター養成講座

【日　時】１０月２６日（水） 午前８時市役所出発・午後 6 時帰着予定
【行　先】千葉方面（ホテルオークラ系列のホテルでの昼食とお花畑鑑賞）　
【対象者】三鷹市民の方で身体障害者手帳をお持ちの方。
 付添いの必要な方は１名まで同行できます。

【定　員】７０名　※応募者多数の場合は抽選
【参加費】１人 2,500 円（付添い人も同額） 
【申込み】９月３０日（金）（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・車椅子の使用の有無・付添い人の有無（有の場合は付添い
人の名前及び住所）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
でお申込みください。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

生活支援係　権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203問

日帰り旅行の募集
身体障がい者レクリエーション

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）みたか社協へのご寄附　 みなさまのこころあたたまるご寄附
ありがとうございました。【平成23年5月1日～ 7月31日】（順不同）

「成年後見無料相談会」を開催

生活支援係　権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203問



みたか社協　会費（年額 1口）

個人会員 ････････････････	 500 円
法人会員 ･･･････････････	 5,000 円
団体会員 ･･･････････････	 3,000 円
特別賛助会員 ･･･････････	10,000 円

216名の
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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

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

太宰ロゴ入りクッキー
販売：自然食レストラン 三鷹みやげにいかがですか？

手作り・無添加

食茶房むうぷ
（杏林大学病院前）
TEL 0422-43-4600

＊お弁当も配達します！
＊クッキー（\100）も販売中！

ワークショップハーモニー
＊焼きたてパン  
＊国産大豆のお豆富
＊本格ハム・ソーセージ
＊手作りのお惣菜

☆三鷹駅前店
三鷹市下連雀3-22-13
TEL/FAX0422-45-8625

定休日：日・月・祝
社会福祉法人 にじの会

☆ハーモニー
三鷹市大沢1-1-43
TEL 0422-26-8621
FAX0422-30-2021

戸惑いながらも笑顔を忘れず挑戦した

　ゆりかご２０１１年第５３集一円硬貨募金ご寄附者一
覧に誤りがありました。ご寄附いただきました方々にお
詫び申し上げますとともに下記の通り訂正いたします。
（２１頁）
誤　（株）花のサンライズお客様（２件）	 ６，０１１円
正　（株）花のサンライズお客様	 ２，０２７円
　　ふれあいの会（３件）	 ３，９８４円

○義援金の募集（９月３０日まで受付）
　震災で被災された皆さまのために、義援金の受付をしています。皆さまからお預かり
した義援金は日本赤十字社を通じて被災された各県に届けられます。市政窓口やコミュ
ニティ ･ センター（大沢は除く）などでは、募金箱を設置して義援金の受付をしています。
８月末で 50,430,606 円の義援金をお預かりいたしました。
○職員の派遣
　福島県および福島県相馬市災害ボランティアセンターの運営支援や福島県いわき市の
生活福祉資金緊急小口資金（特例貸付）の支援のため、みたか社協の職員５名を派遣し
ました。
救援活動報告会を実施しました
　宮城県石巻市社協の大槻常務理事をお呼びし
て、８月２７日（土）に被災地の様子について
お話をお聞きするとともに、みたか社協、三鷹
青年会議所（三鷹 JC）等で取り組んだ救援物資
の運搬や被災地支援についての報告会を福祉会
館にて実施しました。当日は、１００名近い方々
が熱心に話に耳を傾けていました。

　みたか社協は、社会福祉法人格を持
つ民間の福祉団体で、地域の福祉を推進
するために三鷹市や各福祉団体、一般企
業と協働して様々な事業に取り組んでい
ます。
　みたか社協では、この趣旨にご賛同い
ただいた方々による会員によって支えら
れています。
　会員には個人・事業所・団体など、ど
なたでも加入することができます。
　皆さまからの会費は地域の福祉を推進
するための事業の原資として活用させて
いただいております。会費はみたか社協
事務局でも随時受け付けております。
　皆さまのご協力をお願いいたします。

東日本大震災復興支援 
～みたか社協も活動しています～

あなたも社協の会員に！！

地域福祉係　℡0422－46－1108問

地域福祉係　℡0422－46－1108問

夏ボラ

地域の高齢者に配達するお弁当づくり

おやつ何かしら･･･

厨房で作った料理の配膳準備

折込みチラシづくり

みんなの感想
　
★誰かに喜んでもらえた時の嬉しさなど大切なことをこの体

験を通じて学びました。また、ボランティア活動に挑戦し
たいと思います。

★子どもとの接し方を自分の目で見て勉強したことは、とて
もいい経験となりました。

★ボランティアをさせていただいたことで自分自身も成長で
きたことに感謝します。

受け入れ先からの
　　　　　「ありがとう」 メッセージ

キラキラと輝く瞳の皆さん
  素敵な時間を
     ありがとうございました !!!  

（感想文の一部を抜粋しました）

井口小学童保育所

報告会の様子


