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新年明けましておめでとうございます。
今年は平成から新たな元号に移る年でもあり、大きな流れが生まれてくると予感します。みたか社協では、地域福祉活動計画５次から
６次へと改定を行い、2019年度から2022年度までの４年間計画の新たなスタートの時期でもあります。これから地域福祉での課題や
ニーズは、ますます複雑化、多層化していくと考えております。みたか社協におきましては、地域に根ざし、地域の皆さまとともに諸問
題に対応し解決していきたいと考えております。そのためには、地域の皆さまや関係機関の皆さまには、昨年以上のご理解とご支援を賜
りますようお願い申し上げます。
むすびに、本年が皆さまにとって素晴らしい年でありますよう心よりお祈り申し上げます。� 三鷹市社会福祉協議会　会長　吉野壽夫

新年のご挨拶

日本語字幕付
手話通訳付

一日一日を懸命に生きる母親に贈った
家族の思いやりの心とは
感動のクライマックス
家族愛って　一緒に考えてみませんか…

第23回 福祉映画会

大人	 1,200 円（社協会員 1,000 円）
小人	 500 円（小～高校生まで）未就学児は無料
障がいのある方　800 円（身体障害者手帳・愛の手帳・精神

障害者保健福祉手帳をお持ちの方で
付添者１名も同額）

親子ペア	 1,500 円（大人と小人）（社協会員 1,300 円）

鑑賞券

日　　時　平成31年３月２日 (土曜日)
　　　　　①午前10時30分～　②午後２時00分～　（開場各30分前）
会　　場　三鷹市公会堂光のホール
販売窓口　�みたかボランティアセンター・元気創造プラザ３階福祉セン

ター・各コミュニティセンター・食茶房むうぷ・工房時・星と
風のカフェ

主　　催　三鷹市社会福祉協議会・三鷹市ボランティア連絡協議会
協　　力　市内各住民協議会・むうぷ・おおぞら会
問い合わせ　みたかボランティアセンター　℡�0422－76－1271

食品の寄贈をお願いします。
当日　午前10時～午後２時30分の間、公会堂光
のホール入口でフードドライブを実施いたします。
ご家庭に、缶詰、カップめん、即席食品、おかしな
どで賞味期限が一ヶ月以上残っているものがあり
ましたらご寄贈ください。フードバンクから食を必
要とする方へ届けます。� フードバンクみたか
問い合わせ　みたかボランティアセンター　℡�0422－76－1271

（C）2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会



みたか社協だより　N0.148　1月号　　2019（平成31）年1月30日発行2

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

ウェルキャブ車両を3日間
無料貸し出しいたします。
※都内在住の方に限ります

〒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）

行政書士星川総合法務事務所
電話相談は無料です。（0422-24-9762）

三鷹市下連雀３丁目 33 番 17 号 グラシアス三鷹 205 号室
（三鷹駅南口徒歩３分・三平ストアー近く）

相続と遺言　想いをつなぐ相談室
家族を争族としないために

相続・遺言書・遺産分割の専門相談室です。
検　索想いをつなぐ相談室

これまで「会費とは何か」や「使い道」、「集め方」についてご案内いたしました。
　みたか社協は会員の皆さまからいただいた会費を財源とし、

「誰もが安心としていきいきと暮らせるまちづくり」を実現するために活動しています。
　　みたかに暮らす様々な方を対象とした住民参加による見守り、高齢者支援、子育て支援などの事業や、

必要な方に情報を届けるための広報活動にも会費は使われています。
　これらの事業を継続するために、ほのぼのネット員や町会自治会の方々等のご協力を受けながら、

市民の皆さまに会費納入のお願いと新規会員の募集を行っています。
　そして、会員制度を通して地域の方と繋がり、社協のことを理解して応援してくれる方が増えることが

社協にとっての大きな目的でもあります。
　みたか社協の会員制度にご賛同頂ける方は、是非一度お問い合わせください。

　私たちが住むまちをみたか社協と一緒に作っていきましょう。

みたか社協では、介護者の皆さんが交流や情報交換する場を市内各所で定期的に
開催しています。申込は不要ですので、お気軽にお越しください。

問 �総務係　℡ 0422-46-1108

問 �在宅サービス係　℡ 0422-79-3505

日　時：3,6,9,12 月の第 1土曜日
　　　　午後 1時～３時
場　所：おむすびハウス（下連雀 1-10-20）
参加費：�無料（食事会等で参加費がかかる場

合もあります。）

日　時：毎月第４水曜日
　　　　午前 10時～ 12時
場　所：ピアいのかしら１階談話室
　　　　（井の頭2-13-6）
参加費：無料

日　時：毎月第３金曜日
　　　　午前�10 時～ 12時
場　所：特別養護老人ホーム恵比寿苑
　　　　1階会議室（牟礼 1-9-20）
参加費：無料

日　時：毎月第３水曜日　
　　　　午後 1時 30分～ 3時 30分
場　所：星と風のカフェ（下連雀 3-8-13）
参加費：100円

日　時：毎月第３木曜日　
　　　　午後 1時 30分～３時 30分
場　所：三鷹市高齢者センターけやき苑
　　　　１階食堂（深大寺 2-29-13）
参加費：無料

日　時：毎月第１火曜日
　　　　午後 1時 30分～３時 30分
場　所：特別養護老人ホームどんぐり山　
　　　　１階食堂（大沢 4-8-8）
参加費：無料

日　時：毎月第４金曜日�午後 1時～３時
場　所：みんなの家６丁目
　　　　（下連雀6-13-10�篠原病院敷地内）
参加費：無料

日　時：毎月第４火曜日�午後 1時～３時
場　所：元気創造プラザ 5階
参加費：無料

日　時：毎月第２木曜日
　　　　午後 1時 30分～ 3時 30分
場　所：元気ひろば�おれんじ
　　　　（中原 3-1-65）
参加費：無料

最終回　④会員制度の目的

知らなかった！
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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
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私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

茶道具・掛け軸・絵画・版画・古書・古陶磁器・仏教美術・中国美術 他

豊富な経験と知識で安心・丁寧な査定。出張料・鑑定料無料。
相続の鑑定書作成も承ります。  お気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル

国立市　西2-31-18 　 ☎ 042-576-5753

国立 中央堂 検索古美術中央堂
0120-72-6060

美術・骨董品買い取ります

　社会福祉法人への寄付は、所得税法
上の寄付金控除、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。）

みたか社協へのご寄付 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。【平成30年９月１日～平成30年10月31日】

●一般寄付　禅林寺龍華会基金������������ 1,258,132円
●ボランティア基金　匿名��������������� 100,000円
　ご寄付下さった方のうち、5万円以上の方を掲
載させていただいております。なお、ご寄付下
さっ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。

登録ホームヘルパー募集

在宅サービス係　℡0422-79-3509問

仕　事：訪問介護（身体介護、生活援助）
資　格：�介護福祉士、ヘルパー２級以上、介護職員基礎研修、
　　　　介護職員実務者研修、初任者研修修了
時　給：生活援助1,310円～　　身体介護1,900円～
　　　　※勤務実績に応じて昇給あり。
時　間：午前８時～午後８時の間で応相談
応　募：�12月３日（月）より電話連絡の上、面接時に履歴書（写真貼付）、資格証

をご持参ください。
申　込：�下記へ申し込む

募集 �内 有料老人ホームで初心者向けに俳句を教える
日 �月１回程度。日時要相談。
所 野崎３丁目
他 �交通費支給。俳句教室で先生をされていた方、一緒に俳句を楽しみたい方、お待
ちしています。

�内 ①おかし・コーヒーの販売補助（おかしカフェ）
� ②園内喫茶室への付添い
� ③入浴後ドライヤーかけ
� ④昼食時のお手伝い
� ⑤夕食時のお手伝い
� ⑥車イスの清掃
日 �①木・土曜日　午後１時30分～３時15分
� ②火曜日　午後２時～４時
� ③火曜日　午後１時30分～４時
� ④金・土・日曜日　正午～午後１時
� ⑤毎日　午後５時30分～６時30分
� ⑥応相談（単発可）
所 ①、②、⑥ケアハウス弘陽園（下連雀５－２－５）
� ③～⑤特別養護老人ホーム弘済園（同上）
� 備考：年齢不問。お気軽に見学にお越しください。

�内 子どもの防災に関する啓発やイベントに一緒に参加する
日 �不定期　所 三鷹市内　他 大学生の方大歓迎です♪

�内 みたかボランティアセンターの機関紙「ミニミニ広場」の配達
日 �毎月20日頃～月末の都合のよい時間
所 大沢１～５丁目（約50部）
他 お散歩気分で自分のペースでボランティアしたい方に

有料老人ホームで俳句を教えてくださる方

東京弘済園（各施設でのボランティア）

子どもに関するボランティア
防災団体やろうよ！こどもぼうさい

機関紙「ミニミニ広場」配達ボランティア

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

♪ 音楽が発語のお手伝い

一般社団法人発達支援協会認定 ことば音楽療法士 

  酒井音楽教室     ☎ 0422-44-8781 

わらべうたの抑揚とリズムで 

障がいを持ったお子さんの 

言葉の習得と発達を促します 個人セッションです 

日時・期間日
内容内 申し込み申

場所・会場所
その他他
対象対

問い合わせ問
定員定 主催主 講師講

締切〆
費用￥凡例：

福祉
の情報をお届けしますinformation（インフォメーション）information（インフォメーション）

高齢者や障がい者の成年後見制度の利用や権利擁護、遺言、相続に関する悩みに、専
門家が相談にのります。

案内 権利擁護センターみたか　専門相談のお知らせ

権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

日 �司法書士による成年後見制度の相談＝毎月第２金曜日
　�弁護士による権利擁護・遺言・相続等の相談＝毎月第３金曜日
　�いずれも午後１時～４時（相談時間は50分）
所 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ３階　福祉センター内
￥ �無料　申 �下記へ申込む（先着順）

ボランティア募集募集

禅林寺龍華会基金様からご寄贈くださいました。
　禅林寺龍華会基金（委員長：木村得玄禅林寺住職
様）から、今年度も電動自転車、パソコン、車イス
（10台）など多くの物品を社会福祉協議会にご寄贈
くださいました。
　同基金様からは毎年ご寄贈くださり、三鷹での福祉
推進のため活用させていただいております。ここに改
めて感謝申し上げます。
　本会では、三鷹市民を対象に同基金様からご寄贈くださった車いすの貸
出し（最大３か月間の無料貸出し）も行っていますので、必要な方は下記
までお問い合わせください。

問 �在宅サービス係　℡0422-79-3505

ほのぼのネット員研修 聴講生募集

ボランティア・地域福祉推進係　℡0422-76-1271問

　本会が実施している、ほのぼのネット事業のネット員向け研修の聴講を希望される
方を募集します。
日 �平成31年
　�①�２月７日（木）午後１時30分～３時30分
　　�「サロンで役立つ！バルーンアート教室」（限定30名）
　�②�２月８日（金）午前10時～ 12時「地域のつながりを紡ぐ“見守り”」
　�③�２月12日（火）午後１時30分～３時30分「いつから？今でしょ！！“介護予防体操”」
　�④�２月15日（金）午前10時～ 12時「地域で外国の方と共に暮らしていくために」
　�⑤�２月22日（金）午前10時～ 12時「目を惹く、気になる、広報のイロハ」
　�⑥�３月４日（月）午後１時30分～３時30分
　　�「気づいて！そのSOS　～高齢者虐待・児童虐待について～」
所 みたかボランティアセンター　￥ 500円　ただし社会福祉協議会会員は無料
内 詳細はみたか社協ホームページ（http://www.mitakashakyo.or.jp/）をご覧ください

募集

歳末たすけあい運動にご協力くださり、
誠にありがとうございました。

皆さまからのあたたかい
善意は三鷹市の地域福祉を

推進するために
役立てさせていただきます！

音声コードを印刷しても視覚障がい者は
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
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　平成12年に発足し、�
野崎１・２丁目の地域で
現在17名のネット員が
活動をしています。
　毎月一回の定例会と�
高齢者の見守りとして、�
外出行事、食事会、茶話
会で地域住民との交流の
輪を広げています。

　また、ネット員が関わっ
てのサロン活動を１·２丁
目それぞれの集合住宅の集
会所で行い、“大人のため
のリトミック教室”を地区
公会堂で講師を招いて開催
するなど�誰もが安心して
生き生きと暮らせる地域づ
くりを目指して活動をして
います。
　更に、子育て支援として
毎月一回“子育てサロンほ
のぼの野崎”を開催してい

ます。地域の子どもたちの健やかな成長を願って、親子の孤立
を防ぐために地域全体で子育てを支える居場所づくりとして、
平成20年に立ち上げました。
　秋には地元野崎八幡神社の祭礼にかき氷
のお店を出店し、多世代が集う賑やかな場
で地域の方と交流できる事は私達も大変嬉
しいことです。

三鷹支店
住　所：三鷹市下連雀 4-17-9
ＴＥＬ：0422-47-3281
E-mail：010＠seibushinkin.jp

営業時間は平日、
　　　　　午前９時～午後５時

消防署

吉祥寺→←武蔵境 南口

中
央
通
り

NTT

三鷹支店
あります

連雀通り

JR 三鷹駅

ゆっ
く
り
ご

来店
、ゆっく

り
相
談

。

５時まで
  OPEN!

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

　局長の桑原直純さんにお話を伺いました。
こちらでは市民の方が利用しやすい郵便局
を目指して、土地を整備して広い駐車場を完
備し、お客様をお待たせしないようにするこ
とをモットーにしているそうです。
　しかも都内で唯一の、住民票の写しなどの
証明書類が取得できるキオスク端末があり
ます！郵便局で取得できるのは便利ですね。
　また、市民に必要とされる郵便局である

ためにはどうしたらいいかという視点から、募金箱を置いてくださる前からペット
ボトルキャップや古切手、インクカートリッジの回収等の取り組みを実施されてい
ます。
　これからも地域に根ざし、時代に
あった郵便局にしていきたいと話す
桑原さん。他にも商店街を始めとした
地域活動にも参加されています。お客
様だけでなく、三鷹市全体のことを考
えていらっしゃる優しい人柄が、局内
の温かい雰囲気に表れていました。

住　　所：三鷹市上連雀9-42-24
営業時間：午前９時～午後５時
電話番号：0422-43-8890

募金箱を置いてくださいませんか？募金箱を置いてくださるお店を大募集しています。
募金箱の大きさは、大（縦20cm×横20cm×高さ20cm）、小（縦7cm×横10cm×高さ
15cm）の２種類あり、レジの横にも置いていただけるサイズになっております。
募金は地域の社会福祉事業にお役立てさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

問 �総務係　℡0422－46－1108

　ほのぼのネット班は、地域の方々の相談や見
守りなどを行うボランティアグループです。詳し
くは本会のホームページをご覧ください。

野崎1・2班

問 �ボランティア・地域福祉推進係
　�℡0422ー76ー1271

「募金箱の
ある
お店」

シリー
ズ20

（野崎１・２丁目）

毎月第４火曜日午後１時～３時
ほのぼの野崎（子育てサロン）

外出行事（春開催）
新春のつどい（１月）
食事会　年に２回程度

主なイベント行事

ほのぼの
ネット

活動紹介
⑳ 上連雀郵便局

 
 

 
 
 

健康保険を使ってご自宅でマッサージが 

１日１回  20分300円で受けられます。  
（1 割負担の方・交通費も含みます） 

 

 
訪 問 

・国家資格を持ったマッサージ師がご自宅に訪問します。 

  ※ 全国鍼灸マッサージ師協会会員 

ご利用者様専用フリーダイヤル（無料) 

0800-111-0220 
訪問リハビリマッサージ 

株式会社 アッサム 
検索 

訪問リハビリマッサージ 
13 年の実績 

お試しもできます！ 

お気軽にお電話下さい！ 
ホームページ アッサム マッサージ 

～下記の症状でお悩みの方はぜひご相談下さい～ 

 

 

＊脳血管障害の後遺症で、お体に麻痺や拘縮のある方 

＊変形性腰痛症・変形性膝関節症の方 

＊脊柱管狭窄症の方          ＊関節リュウマチの方 

＊頚椎損傷、脊髄損傷の方    ＊パーキンソン病の方 

＊透析による骨関節症の方    ＊歩行が困難な方 

 ※厚生労働省管轄 ※訪問しますマッサージ師は『 三鷹 』エリアを担当しております 

みたかハンディキャブの
運転ボランティア説明会

日　時　平成31年３月３日（日）　午前10時～11時
条　件　第一種普通運転免許証を持つ26歳～73歳で運転歴２年以上の方
　　　　※国土交通大臣認定の福祉有償運送運転者講習の受講が必要です。
　　　　　３月23日（土）・24日（日）開催予定の講習会を利用できます。
会　場　上連雀分庁舎（ボランティア・センター内）
申込み・問合わせ　同事務局　☎ 41-0185　FAX 41-0274
メール　mcab3@jcom.zaq.ne.jp　　HP　http://www.mcab.jp/

学童保育所とは、保護者の就労等のため、放課後
に育成が必要な小学校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。

がくどう担当　℡0422－46－1192問

　４月からの新生活に期待しながらも、わからないことに不安を感じ
ている方も多いと思います。その中のひとつ、「学童保育所ってどん
なところ？」という不安を少しでも解消できるよう、みたか社協が運
営する学童では『がくどうたんけん』を行っています。

　『がくどうたんけん』では、幼稚園・保育園の年長児が学童保育所
に来て、イスに座ってお話を聞いたり、普段学童児が使用しているお
もちゃで遊んだりします。参加した年長児には、学童生活について記
載された『がくどうあんない』を配布しています。

各学童保育所やみたか社協でも配布しています。

★�「学童保育所一覧」に、それぞれの学童保育所の
　様子が掲載されています。

★がくどうブログ
　「～楽道～泣いて笑ってケンカして！！」では、
　学童保育所での生活をより詳しく紹介しています！

学童保育所のホームページ

是非ご覧ください！！

がくどうたんけん
見て、知って、体験しよう！

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


