
医療法人社団　久遠会　各種保険取扱い

　　　　　　友田クリニック
介護老人保健施設西東京ケアセンター

休日 日・祝日
AM9：00～12：00 PM3：00～5：00

金・土 AM9：00～12：00

休日 日・祝日

関連施設関連施設

☎042‐556‐2311

☎042‐556‐1738

月曜日～土曜日　午前9：00～午後5：00
休日　日・祝日

瑞穂町在宅介護
支援センター たかさわ

内科◆消化器内科◆リハビリテーション科◆訪問リハビリテーション
◆訪問診療（在宅療養支援病院）◆各種健診

◆居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
◆各種相談　◆要介護認定申請

☎042‐556‐1737

月曜日～土曜日　午前9：00～午後5：00
休日　土・日・祝日

みずほ訪問看護ステーション

◆24時間訪問対応

高 沢 病 院
お客様へヤクルト商品をお届けするお仕事です。
小さなお子さまがいる方も大歓迎！

あなたもはじめませんか？ ヤクルトスタッフ。

0120-8960-70
【受付時間】 土・日・祝・祭日を除く平日
 9：00～17：00

☆お問い合せ先

東京ヤクルト販売株式会社

お弁当の宅配です！！

宅配クック1・2・3 西多摩店
羽村市羽東1‐19‐1‐102 ☎042-554-9528

（税別）

ムースセット食
噛む力、飲み込む力が弱っている方に

消化にやさしい食
胃や腸に負担が少ない食事

透析食
人工透析なさってる方に

腎臓病食
腎臓病の方に

やわらか食
咀嚼の困難な方に

760
セット
720
おかず糖尿病食

塩分カロリー調整食

612セット
562おかず健康ボリューム食

まだよく食べられる方に550セット
500おかず普通食

高齢者向けの介護食

Total
Printing
Company

有限
会社多摩綜合企画

オモイを
カタチにする
印刷会社

〒190－1212東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷505
http://www.tamakikaku.co.jpTEL042－556－4050

～私たちも地域福祉活動を応援しています～
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〒190‐1211  東京都西多摩郡瑞穂町石畑2008  TEL042‐557‐3036  FAX042‐557‐6159  E-mail：vcm@mizuho-shakyo.com
ボランティアに関するご相談・お問合せはボランティアセンターみずほへ

ボランティア登録状況 （平成30年8月末日現在）

項目 人数 年齢・男女別内訳（人）

個人登録

男性　　
　273名
　

女性　　
　459名
　

計732名

年齢 男 女 計

10代 4 8 12

20代 31 63 94

30代 34 46 80

40代 38 38 76

50代 29 61 90

60代 46 104 150

70代 67 104 171

80代 24 35 59

計 273 459 732

グループ登録 31グループ 703

　町内のボランティア団体・福祉施設・福祉団体・地域活動団体などが一堂に集まり、活動
紹介や地域の皆さまとの交流を図る、誰もが楽しめるお祭りです。
　ダンスやボランティアグループの演奏などの舞台発表、各団体による体験コーナー、食べ
物などの模擬店販売などのイベントが盛りだくさん！

「みんなで手をつなごう！ともに未来へ」です！
　このお祭りで多くの人と交流し、あたた
かなふれあいの中から地域のきずなを再
確認してみませんか！

現在、当日のボランティアを募集中！お祭りのお手伝いをしてくださる方は、ボランティアセンターまでご連絡ください！ご協力お願いします。

今年のテーマは

問合せはボランティアセンターみずほまで
（TEL：557－3036）

　自宅内での電球取り換え、タンスの移動
などのちょっとしたお手伝いをボランティ
アで行う活動です。
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　箱根ケ崎にある高齢者デイサービスで
は、利用者の方と一緒にお話をしていただ
けるボランティアさんを探しています。ま
た、利用者の方々のお茶タイムのお手伝い
もあわせて探しています。

高齢者施設で、お話相手・
お茶タイムボランティア募集！
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ボランティア募集

　今年度は、昨年までのアンケート結果から、実施時期を梅雨時期に変更し、約
60人の参加者の方とともに災害ボランティアセンター設置訓練を行いました。
　災害が発生し、瑞穂町に災害ボランティアセンターが設置された時、他地域から
集まったボランティアさんたちがどのような流れで実際の活動にあたるのか、また
地域住民としてどのような支援が出来るのかを一緒に考えました。
　災害ボランティアセンターについて多くの方にご理解いただけるように、今後と
も地域の皆さまのご協力をよろしくお願いします。

狭山谷公園
【 場 所 】

平成30年10月28日（日）
午前10時～午後3時　荒天中止
（雨天の場合、内容が変更する場合があります）

【 日 時 】
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　今年の“夏の体験ボランティア”は、92人が活動をしました！
　小学生から一般の方、また親子で、、、などいろいろな方が参加し、暑い中
汗を流しながら頑張って活動していました！！
　今年の活動は56メニューあり、農業体験や自転車で町探検など楽しいメ
ニューもありました。
　参加者は、家や学校等では体
験できない貴重な体験をして、
かけがえのない宝物を得たと思
います。
　この夏の体験ボランティアを
きっかけに、継続的なボランティ
ア活動につながることを期待し
ています！！

～暑さにも負けず、笑顔で活動していました！～

サマーフェスティバルで
流し踊りに参加しました！

やさしさの積み重ね 平成30年6月1日から9月14日
みなさまよりご寄付いただいた、使用済み切手などは、地域福
祉事業に活用させていただきます。ありがとうございました。

有　路　富美子
五十嵐　耀　子
池　永　由紀子
池　谷　孝　子
石　井　トモ子
石　川　賢　一
伊勢村　みつ江
伊　藤　歩　望
伊　藤　希　実
伊　藤　羽　純

伊　藤　久　子
岩　田　敏　江
臼　井　　　栄
臼　井　な　つ
臼　井　初　男
江　川　伸　一
大　野　富美子
荻　野　富　子
小　野　芳　雄
加　藤　忠　一

川　嶋　智　之
栗　原　利　三
高齢者在宅サービスセンターみずほ
小　暮　　　彰
後　藤　啓　子
小　林　正　成
さかえ町町内会の皆さま
佐　野　典　子
島　﨑　友　介
白　鳥　綾　将

白　鳥　鈴　夏
白　鳥　瑶　将
鈴　木　善　平
鈴　木　庸　旦
すずらんハウス
瀬　沼　光　子
髙　橋　美　樹
田　代　陽　子
立　堀　美津枝
田　中　良　子

直　江　敬　子
長 岡 郵 便 局
中　垣　トミエ
野　本　奏乃夏
野　本　楓　夏
原　　　修　子
原　島　房　子
平　川　恵　子
比留間　幸　穂
福　岡　三子夫

福祉センターあゆみの皆さま
福祉センター寿楽をご利用の皆さま
不二オフセット㈱
フラワープラム
瑞 学 園
瑞穂第一小学校
瑞穂町住民部税務課
瑞穂むさし野郵便局
瑞 穂 郵 便 局
水　向　由　佳

村　上　時　子
村　山　隆　敏
山　口　久　男
山　﨑　鬨　男
山　下　千　代
山 田 薬 品
吉　岡　千榮子
吉　岡　秀　子
吉 岡 金 物 店
渡　辺　節　子
㈲ケアサービス七福神
匿　名　12　件

☆ 人と関わることは苦手だけれど、みんな優しく関わ
りやすかった。そして簡単な手伝いしかやらなかっ
たけど、それを大変だと思ったし、これ以上の難しい
仕事があるのは、大人は大変だと思った。（中1男子）

☆ 今回は様々な活動場所に行ってみて、将来の仕事
や進路につながるものを見つけられた気がします。
（高2女子）

　8月18日（土）サマーフェスティバルの流し
踊りに、チーム「みずボラ」で参加しました。
　今回の参加で5回目となりますが、事前に
3回ほど瑞穂音頭の練習をして、みんなで踊
りや掛け声を覚えました！
　今年は天候に恵まれ、総勢34名で楽しく
踊ることができました。全員のチームワーク
と笑顔、そして今年は大きな掛け声も覚え、
毎年少しずつ進化する「みずボラ」でありた
いと思っています。
　来年も参加します！みなさんぜひ一緒に
踊りましょう！！

　8月13日（月）に、第2回チャリティーイベントを実施しました（場所：スカイホール）。今
年も昨年九州北部豪雨で被害を受けた福岡県の東峰村社会福祉協議会に寄付を行いま
した（73，982円）。次回チャリティーイベントも計画中です。お楽しみに（＊^ ＿ ＊^）！

★『被災地と手を繋ぐ会』

　『真夏の夜の不思議話（場所：元狭山ふるさと思い出館）』、『第88回囲炉裏端で語る昔話
～紙芝居がはじまるよ♪（場所：けやき館）』と、この夏は2つのイベントに取り組みました！
　次回イベントの企画もすでに計画中（＊^ ＿ ＊^）！常に進化するグループ『おはなし企
画』に今後も注目してくださいね！

★『おはなし企画』

ある参加者の活動・感想を一部ご紹介します。


