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食品の寄附をお願いします！
・未開封で賞味期限が１月１日以降のもの
・常温保存可能なもの
・お米、レトルト食品etc
お持ちいただいた食品はフードバンクみたか
を通じて食に困っている方にお渡しします。

フードドライブ開催

福祉バザー
小雨決行
荒天中止
※当日は、HPでご確認ください

　市民の皆さまのご協力により、今年も多くの募金が
集まりました。
　皆さまからの心あたたまる募金は、三鷹市内の福祉
施設や団体の事業運営等に活用されます。
　ご協力頂いた皆様に、心より御礼申し上げます。

2P･･･		地域福祉活動計画Ⅵ、ご寄贈、歳末たすけあい運動、職員紹介

3P･･･		インフォメーション、福祉のしごと相談・面接会、フードバンクみたか

4P･･･	がくどうほいく、ほのぼのネット班活動紹介、募金箱のあるお店
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赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました。

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
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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）

　認知症になっても住み慣れた地域で生活が続けていけるよう、認知症の方を支える取り組みや、介護者が一人で介護を抱え込まないよう介護者をサポートす
る取り組みを行います。

　経済的に困窮している方を支援するために、生
活福祉資金や教育支援資金、受験生チャレンジ支
援貸付事業など、目的に応じた貸付を行っていま
す。計画Ⅵでは、制度を知らず利用できなかった
ということがないよう広報活動を充実させるとと
もに、三鷹市で実施している生活困窮者自立支援事業などとの連携を強化し、
よりよい支援が行えるよう取り組んでいます。
　また、食を通じた困窮者支援の一環として、昨年度開催したボランティア
養成講座の修了生が中心となり、７月に「フードバンクみたか」が立ち上が
りました。これまで立ち上げに向けての支援を行ってきましたが、これから
は活動を継続していけるよう支援していきます。
　フードバンクみたかの活動は、団体の Facebook でお知らせしています！

　介護者が介護から少し離れてリフ
レッシュしてもらうために、一泊旅
行、日帰り旅行、
ランチ会を開催し
ています。

地域で暮らせる支援～向き合う・よりそう・支える～ 地域福祉活動計画Ⅵ
重点活動❷

認知症の方や介護者が地域で孤立しないよう地域で介護を支えるしくみづくり

生活困窮者が地域で
自分らしく自立した生活が送れるしくみづくり

　みたか社協は今年度から取り組む、4 年間を計画期間とする地域福祉活動計画Ⅵを策定しました。計画では地域の課題を解決する
ため 3 つの重点活動を設定して取り組みます。

　禅林寺龍華会基金（委
員長：木村得玄禅林寺ご
住職様）から、今年度も
電動自転車、テント、講
演台など多くの物品を社
会福祉協議会にご寄贈い
ただきました。
　同基金様からは毎年ご
寄贈いただいており、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いただいた車いすの貸出し（最大３か月間の無
料貸出し）も行っておりますので、必要な方は下記までお問い合わせくだ
さい。

　権利擁護センターでは、課題を抱えている方が地域で安心して生活できるよ
うに、成年後見制度や福祉サービスの利用を支援し、高齢や障がいに関わらず、
地域でいつまでも安心して暮らせるしくみをつくります。そのために、成年後
見制度の PR等を通じて、市民の皆様への理解を深め、支援を必要としている
方が早い段階で成年後見制度を利
用できるよう支援体制の強化や法
人後見の取り組みを行います。

「権利擁護センターみたか」からつくるいつまでも
地域で暮らしていくためのしくみづくり

　介護の不安や心配ご
とを解消するために、
介護講座や施設見学な
どを開催し、介護のコ
ツやサービスの活用方
法等を提供しています。

　介護者同士が介護の
悩みを話たり、介護情
報を交換できる「介護
者ひろば」「介護者カ
フェ」を市内 7カ所で
毎月開催しています。

　昨年の4月にボランティア・地域福祉推進係に入職しました。ほのぼの
ネットや福祉バザーの事業担当、地域担当として、新川・中原地区を担
当しております。
　地域の皆さんの温かさに触れ、自分ももっともっと三鷹を知りたい、
地域の皆さんと活動していきたいという気持ちで日々仕事に取り組んで
います。
　精一杯取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

	 ＜ボランティア・地域福祉推進係　小池	美里＞

職員紹介

禅林寺龍華会基金様から
ご寄贈下さいました。

いただいたテントを使って８月に「ボランティ
アセンターまつり」を開催

介護者談話室

市民ふくし講座

介護者カフェ

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

総務係　℡0422－46－1108問

歳末たすけあい運動

いただいた募金は来年度下記の事業に活かされます。

12月 1日
～31日まで

　「歳末たすけあい運動」は、戦後の混乱期に市民
のたすけあい精神により、生活に困窮する方々へ
の物資の持ち寄り運動として始まりました。
　その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、
地域での安心・安全な暮らしを支えるための貴重
な募金として様々な取り組みに活用されています。
　皆さまからのあたたかいお気持ちによる募金は、
三鷹の地域福祉活動の充実や、福祉のまちづくり
の推進に活用されています。募金は、お住まいの
町会・自治会を通じて、あるいはみたか社協にて
受け付けています。
　あたたかいご支援をお願いいたします！

■ ほのぼのネット事業
	 	地域の高齢者の方を対象とした
見守り活動やお茶会などのイベ
ントを開催

■ 子育て応援事業
	 	子育てサロンの開催や子育て
サークルへの助成

■ 介護予防事業
	 	高齢者を対象としたヨガ、スト
レッチなどの講座を開催

■ ボランティア養成事業
	 	ボランティアを育成するための
講座やイベントを開催

■ 助成事業　等

12月７日 (土 )	午後１時
から３時　三鷹駅南口に
て街頭募金を実施します。
当日は、社協職員と市内
福祉施設・ボランティア
の皆さんが駅頭に立ちま
す。ぜひお立ち寄りくだ
さい！

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

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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ホームスタート家庭訪問型子育てボランティア
（ホームビジター）養成講座

募集

　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。 （敬称略）

【2019年６月1日～８月31日】

　ご寄附を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
います。なお、ご寄附くだ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
いています。

	●一般寄附	 禅林寺龍華会基金	……………… 425,224円
	 倉田司法書士事務所	…………… 129,489円
	●一円硬貨募金	㈱いなげや三鷹牟礼店募金箱	… 80,070円
	●福祉基金	 東京三鷹ライオンズクラブ	…… 500,000円

養成講座　説明会開催！

 内 エッセイを執筆している高齢男性の手書き原稿をワードで文字起こしし、印刷して
ホッチキスで留める作業

所 �ボランティアさんの自宅にて作業。原稿の受け渡しは本人自宅（大沢１丁目）
他 男女不問。交通費支給。

 内 デイサービスで行う活動で麻雀の相手
日 �毎週木曜日　午後１時～３時（隔週でも可）　所 ゆや富久（井口２－４－30）
他 スリッパ持参。男女不問。

 内 お話し好きの知的障がいのある若者（高校１年生）に簡単なプラモデル作りを教え
るお手伝い。プラモデル作りを通じて大人との交流や友だち作りの機会を作ること
に協力をお願いします。

日 �定期的な活動を希望。初回は土曜日か日曜日。２回目以降は応相談
所 大沢コミュニティ・センター（大沢４―25－30）

 内 みたかボランティアセンターの機関紙の配達
日 毎月20日頃～月末の都合の良い時間
所 上連雀４・５丁目（約30件）
他 お散歩しながら自分のペースでボランティアしたい
方におススメです！

 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♪一緒に防災について学びながら活動しましょう！

 内 お弁当を作っている下連雀４丁目から市内高齢者世帯へ夕食の配達
日 火～土曜日　午後３時～４時
所 グループリビングみたかの家（下連雀４ー５－19）から市内　他 交通費支給

手書き原稿をワードに文字起こしするお手伝い

デイサービスで麻雀の相手

知的障がいのある若者のプラモデル作りのお手伝い

「ボランティア ミニミニ広場」の配達

防災団体　やろうよ！こどもぼうさい

高齢者世帯へのお弁当の配達

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

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

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）

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

　あなたの子育て経験をホームビジターで活かしませんか？
日 �令和２年1月16・23・30日、2月6・13・20・27日（木）（全7回）
　 午前10時～午後4時30分
対 	子育て経験のある方（保育等の勤務経験も可）
　特に資格は必要ありません。原則全７回すべて出席できる方。
所 	みたかボランティアセンター　￥ 無料　定 	10名
申 	NPO法人子育てコンビニ（佐藤）
　 ℡0422－41－7021 　 h-start@kosodate.or.jp

日 �12月13日（金）午前10時30分～正午
所 	みたかボランティアセンター２階会議室
申 	上記同様　説明会参加希望とお伝えください。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

福祉のしごと
相談・面接会

11月16日（土）
午後１時～３時30分
※受付は午後３時まで
三鷹市公会堂別館さんさん館
３階多目的会議室（野崎1-1-1）

◎資格不要の求人もあります。
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。

主催：三鷹市社会福祉協議会（在宅サービス係） ℡：0422－79－3505
　　　東京都福祉人材センター ℡：03－5211－2860
共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡会／ハローワーク三鷹

参加
無料

入退場
自由

服装
自由

キッズ
スペース
あり

【おしごと紹介】
福祉施設、在宅福祉の仕
事内容などを説明します。
（午後１時から20分程度）

【相談・面接会】
採用担当者が仕事に関する疑
問や質問などにお答えします。
職場見学の相談もできます。

【相談コーナー】
福祉の資格のことや、福
祉のしごとに関する総合
的な相談をお受けします。

ボランティア募集募集

　昨年本会が開催したボランティア養成講
座の修了生が中心となり、7月に「フード
バンクみたか」が立ち上がりました。
　市民の方々や企業、団体の皆様に食品を
提供いただき、市内の生活困窮世帯に食品
を提供する、より身近な食のセーフティ
ネットとして活動を始めました。
ご家庭で余っている食品や、企
業、団体で賞味期限の近い
防災備蓄品などがあり
ましたらぜひご寄付く
ださい。

フードバンクみたかへ食品の寄贈をお願いします！

三鷹ネットワーク大学
https://www.mitaka-univ.org/

SDGｓとESG投資がこれからの地域をどう変えるのか
講師：みずほ総合研究所（株）田上亜希子氏

会場・問合せ・申込

フードバンクみたか
×

SDGｓ ×Mitaka

電　話 080－5545－1169（事務所開所日のみつながります）
メール foodbankmitaka@gmail.com
事務所開所日  月・木 午前10時～午後4時
 　　土 午前10時～午後１時

フードバンクみたかの活動は
Facebookでお知らせしています！

※�フードバンクみたかでは利用の申し込みを直接受け付
けていません。フードバンクの利用を希望される方は
三鷹社協総務係貸付担当またはみたかボランティアセ
ンターへお問い合わせください。

フードバンクみたか・三鷹市社会福祉協議会
・三鷹ネットワーク大学推進機構共催講座

inform
ation

11月20日（水）午後7時～午後8時30分参加費：500円

三鷹市近隣の福祉に関する仕事の相談・面接会
です（介護職員、看護師、ホームヘルパー、ケアマ
ネジャー、保育士など）。フルタイム、パートタイム
など雇用スタイルも様々です。

ホームスタートって？
　ホームスタートとは、ホームビジター（ボランティア）が小さなお子
さんのいる家庭を訪問し、一緒に話をしながら家事や育児を行う
活動です。初めての子育てや慣れない場所で不安を感じている
方に寄り添いながら、温かなつながりが生まれています。
※�ボランティア活動が初めての方でも、全７回の講座でしっかり
学ぶことができます。

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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　井口３・４・５丁目地域
にて、18名のネット員で
活動しています。日常の見
守り活動以外に、各丁目ご
とに住民主体で開催してい
る介護予防体操やサロン活
動の立ち上げや運営のお手
伝いに参加し、地域の様々
な情報提供やお茶を飲みな
がら住民同士のつながりづくりを行っています。
　介護予防体操グループでは、運動の得意、不得意に関係なく楽
しみながら健康の維持を目指し、「住み慣れた、この町でいつま
でも」をモットーに励んでいます。ご近所の知人にお誘いの声を
かけながら、集まった参加者の中には90歳を迎えられた方もい
て、一緒にボール体操、脳トレなどに取り組んでいます。
　住み慣れたこの家で、この町で、いつまでも自分らしく住み続け

られる様に、ちょっとした気遣
い、ちょっとしたヒント、ちょっ
としたアイデアで住民同士の助け
合いとつながりづくりを大切に今
後もネット活
動を続けてい
きたいと思い
ます。

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
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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 ）

　今回は地域貢献の一環で募金箱を置いてくだ
さっている、エコスTAIRAYA三鷹新川店さんで
す。店長の石井裕士さんにお話を伺いました。
　こちらのスーパーでは豊富な品揃えの生鮮食品を
中心に、「しゃり」にこだわったお寿司や惣菜も並んで
います。
　また日々新しく話題性のある商品をお値打ち価
格でお客様に提供することを心がけており、来店す
るのが楽しみになるお店を目指しているそうです。
　高齢の方のお客様も多いので、車椅子や杖をお使
いの方が歩きやすいよう店内の通路の幅を広くし
たり、お惣菜の量を調整する工夫もされています。
　こうした地域に根差したスーパーを展開する中

で、お客様がお店で購入した魚のアラの煮つけを持ってきてくださったり、体調を気遣って
くださることも。
　一方の店員さんも、顔なじみの方が来なくなると心配されるそうです。思いやりの気持ち
が巡っていて、素敵ですね。
　午後10時の閉店間際でも、お弁当は売り切れに
ならないようにしているそうです。お仕事帰りの方
も是非お立ち寄りください。

店　　名：株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店
住　　所：〒181-0004�三鷹市新川5-6-23
電話番号：0422-70-5855

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

井口西班

　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。

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23

（井口３～５丁目）

〇定例会�････････毎月第4金曜日��午前10時～
〇外出行事�･････10月
〇お食事会�･････2月・6月

その他、各自主グループの運営のお手伝いをしています。
3丁目�･････ �水仙の会（ヨガ）、かめの会（手作りサロン）
4丁目�･････ �井口4丁目体操、4丁目ほのぼのサロン
5丁目�･････ �井口5丁目のぞみサロン＆いのじん保健室、
� 5丁目のぞみ体操

主
な
イ
ベ
ン
ト
活
動

ほのぼの
ネット

活動紹介
㉓ 株式会社エコス

TAIRAYA三鷹新川店

春の食事会

七夕お食事会の様子

一面でご案内した福祉バザー「がくどうコー
ナー」の様子です。毎年、みたか社協の学童保
育員が子ども向けコーナーを担当しています。

※写真は昨年の様子です。

あそぼう！がくどうコーナー
　　　　福祉バザー

あそびにきてね！
まってるよ★

広告を掲載しませんか？
　「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、広告主を募集しています。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：総務係 0422－ 46－ 1108

　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（障がい児は４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。
★�がくどうブログでは、日々の育成の様子や活動を紹介しています。是非ご覧ください！
みたか社協がくどう がくどう担当 ℡0422－46－1192問

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


