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私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

R

新年明けましておめでとうございます。
元号が平成から令和へと変わり、初めて迎えた新年を、皆さまも健やかにお過ごしのことと、お慶び申し上げます。
みたか社協では、「誰もが安心して、いきいきと暮らせるまちづくり」を実現するため、昨年、地域福祉活動計画Ⅵを策定し、三鷹市の
福祉のさらなる充実・推進に、取り組んでいるところです。
昨年は、台風による浸水被害などで近隣市においても災害ボランティアセンターが設置されるなど、市民同士が、互いに地域を支え合
うという視点での災害対応が注目された年でもありました。
みたか社協は、これからも地域に根ざした福祉施策に取り組み、三鷹市をはじめとする関係機関の皆さま、市民の皆さまと共に地域福
祉の向上にむけて、より一層の努力をしてまいりますので、本年もご支援とご協力を、よろしくお願い申し上げます。
� 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

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。

食品の寄贈をお願いします。 当日会場でフードドライブを行います。ご家庭で眠って
いる、賞味期限が１ヶ月以上残っている食品（生ものを除く）をご寄付ください。集まりました
食品は食にお困りの方に提供します。詳しくはFacebook：「フードバンクみたか」で検索

ゆっくり記憶を失っていく父との7年間の末に、家族が選んだ新しい未来とは。
刻 と々変化する時代に変わることのない大切なものを問う、
新しい時代へと繋がれる希望に満ちた作品

第24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　令和２年３月１日 (日曜日)
　　　　　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　市内住民協議会・むうぷ・おおぞら会・はなゆめ
問い合わせ　みたかボランティアセンター　℡�0422－76－1271

©2019『長いお別れ』製作委員会　©中島京子 /文芸春秋

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！
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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）

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

　市民の皆さんに地域の福祉活動に参加してもらえるよう、地域の福祉活動の担い手を養成する講座やイベントを開催します。

地域を支える支援～つくる・つながる・あつまる～ 地域福祉活動計画Ⅵ
重点活動❸

支え手、受け手を超えて共に支え合うまちづくり

　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。

フードバンクのボランティアを養成する講座を開催し、
その修了生が中心となり「フードバンクみたか」が立ち上がりました。

夏休みを利用した小・中・高校生等のボランティア活動体験
「夏！体験ボランティア」を開催しました。

　共生のまちづくりをすすめるため、住民や関係機関とともに下記の活動を行います。

　2015 年度から 2018 年度まで取り組んだ地域福祉活
動計画Ⅴについて、令和元年度に開催した推進評価委員
会（委員長：ルーテル学院大学福島喜代子教授）にて、4
年間の計画の総評を行いましたので、ご報告します。なお、
本会HPでは総評の全文や、2年ごとの事業実施評価の結
果も掲載しておりますので、ご覧ください。

　この計画Ⅴの評価結果は、現在取り組んでいる計画Ⅵの推進に
あたり毎年作成している実施計画（具体的な実施方法）に反映し
ていきます。

孤立を防ぎ、障がいの有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり

地域福祉コーディネーターが関係機関と連携し、支援が必要な方
に寄り添い、必要なサービス等につなげたり地域住民による新た
なサービスづくりを支援します。

高齢になっても住み慣れたまちで生活できるよう、
生きがいづくりや介護予防の場の充実を図ります。

地域の団体とともに子育て世代の“孤立”を防ぎ、児
童虐待を予防・早期発見する取り組みを強化します。

虐待や自殺等につながる地域の中での“孤立”を防ぐ取
り組みや生きづらさを感じている方への支援を行います。

障がいの有無や年齢
にかかわらず誰もが
参加できる地域の居
場所をつくります。

・�ひきこもり、外国人、ＬＧＢＴＱ
等を支援している関係団体との協
働による市民に向けた情報発信・
課題共有　等

具体的に…
・�子育て支援団体等とのつながり
強化
・ホームスタート事業の推進　等

具体的に…

・�サロンや健康を支援する場の立ち上げ、
継続支援　等

具体的に…

・�ユニバーサルスポーツ
（ボッチャ等）や食を
通じた交流
・�ひきこもり等の家族会
立ち上げ支援　等

具体的に…

・�地域福祉コーディネ
ーターの配置
・�生活課題への寄り添
い型支援　等

具体的に…

・�場所、人材、継続的な資金の確保など、立ち上げ支援
を行った活動への継続的な支援が必要。

・�社会福祉協議会の会員や寄附を増やし、あるいは、助成金等を確保し、
安定的な事業運営のための自主財源の調達を進める。
・�社会福祉協議会そのものや、実施している事業や講座などの周知が不足
している。

・�市内全地区に地区担当職員（兼生
活支援コーディネーター）の配置

　�がされ、地域の実情に応じた活動を展開し、住民によ
る支え合い活動の立ち上げ支援が行えるようになった。
・�社会情勢の変化に応じて、生活困窮者や子どもの貧困
の課題への取り組み、子育て支援、介護予防、認知症
の家族支援などについて、活発に取り組んでいる。
・�災害時支援やネットワークに関しては、情報共有や
連携のあり方の検討は必要だが、他団体との協力体
制の強化を進めている。

改善点

評価点

地区担当職員が地域のサロンをお手伝い中！

PR活動を充実し、皆様に
必要な情報を届けます！ 総務係　℡0422－46－1108問

地域福祉活動計画Ⅴ
4年間の評価結果について

＜子ども食堂での絵本の読みきかせの様子＞ ＜ボッチャ定例会の活動の様子＞

共生の
まちづくり

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）

　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９月１日～ 10月30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。

●一円硬貨募金	 ㈱いなげや三鷹牟礼店募金箱	… 74,573円
●ボランティア基金　田島　穆………………… 1,000,000円
　　　　　　　　　　匿名………………………… 100,000円

井口立寄りサロン 参加者募集

フードバンク×SDGｓ×MITAKA
「子どもの貧困と地域のフードバンクが出来ること

～静岡県の事例から考える子どもたちへの支援～」

みたかボランティアセンター登録協力団体
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

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

日 	毎月第３火曜日　午前10時～午後２時　対 どなたでも。
所 井口コミュニティ・センター２階　￥ 300円　申 直接会場にお越しください。

日 	２月21日（金）午後１時30分～午後３時30分　
　講座終了後に懇談会（30分程度）を実施します。
対 関心のある方（先着40名）
所 みたかネットワーク大学（三鷹市下連雀３－24－３　三鷹駅前協働ビル3階）
￥ 500円
申 三鷹ネットワーク大学　
　１月21日（火）から受付。下記URよりお申し込みください。
　URL　https://www.mitaka-univ.org/
　※	フードバンクみたか、三鷹ネットワーク大学推進機構、三鷹市社会福祉協議
会共催事業

募集

募集

前号（10/30）社協だよりについてのお詫び
　配布した社協だよりの中に、折り目が裁断さればらばらになった
ものが混じるという事態が発生しました。
 　上記の状態の社協だよりをお持ちの場合は、窓口にて新しいもの
とお取り替えいたします。
　この度は大変申し訳ありませんでした。

 内 リネン交換のお手伝い
日  月～金曜日　午前９時～午後３時
　（都合の良い日時応相談）
所  介護老人保健施設　三鷹中央リハケアセンター
　（下連雀９－２－７）
他 交通費支給。

 内 ①本棚整理・本棚番のお手伝い
　 ②運営のお手伝い
日  木曜日以外の正午～午後９時までの

ご都合の良い時間
所 まちライブラリー＠雀文庫みたか
　（下連雀３－28－23三鷹センター１階）
他 	①毎回決まった日時に作業がないた

め、時間のある時に作業があればお
手伝い。夕方ごろのお買物後やお仕
事帰り、一人で夜ご飯を食べている
方等歓迎！雀文庫みたかでご飯を食
べながらのお手伝いも可能。②本好き、人好きな人歓迎！利用されて
いる方は老若男女問わず。気軽に一度見学にきてください。

 内 みたかボランティアセンターの広報誌の配達
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）、井口５丁目（約15件）、

新川１丁目と中原１・２丁目（約20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 防災の「テーマパーク」をコンセプト
とした防災イベントの準備や片付け、
場内誘導、運営のお手伝い

日  ３月８日（日）　午前11時～午後６時
所 三鷹駅南口　三鷹中央通り商店街
他 	ボランティアをしながら防災を楽し

く学びませんか！大学生歓迎。

高齢者施設のお手伝い

雀文庫みたかのお手伝い

みたかボランティアセンターの広報誌
「ミニミニ広場」の配達

みたか防災マルシェのお手伝い

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

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

ボランティア募集募集ほのぼのネット員研修 聴講生募集講座

講座

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

　三鷹市社会福祉協議会が実施している、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。

　おしゃべりしながら一緒に手芸や折り紙をしませんか？

　食べられるものを捨ててしまう一方で、食べるものに困る子どもがいます。
　そんな子どもたちに地域で何ができるのか。フードバンクが出来ることを考
えます。
　フードドライブも同時開催！食品の寄付もお願いします。

　みたかボランティアセンターでは、高齢者や障がい者、子どもの支援を行ってい
る団体など様々な分野で活動しているボランティア団体が多数登録しています。
　ボランティア団体の活動の詳細については、下記ＱＲコード（みたか社協
ホームページ）をお読み取りください。
　また、団体の活動に参加を希望する場合は、みたかボランティア
センターまでお問い合わせ下さい。
※ 講座を受講しないと活動に参加できない団体もありますのでご注意ください。

日 	２月６日（木）　午後１時30分～３時30分
　　		気づいて！そのSOS　～児童虐待について～
　	２月７日（金）　午前10時～正午　	気づき、伝えよう。“自分たちの活動の魅力”
　	２月14日（金）　午前10時～正午　		「フレイル」防いで楽しく健康生活
　	２月21日（金）　午前10時～正午
　　			地域で共に暮らす外国の方とのコミュニケーション　～「やさしい日本語」を学ぶ～
　	２月22日（土）　午前10時～正午
　　		みんな違ってあたりまえ　～ LGBT当事者も自分らしく居られる地域とは～
　	３月５日（木）　午後１時30分～３時30分
　　	誰も自殺に追い込まれることのない地域（三鷹市）へ
所 三鷹市上連雀8-3-10上連雀分庁舎内　￥ 無料
定 各回10名程度（申込状況により調整あり）　申 １月29日（水）まで先着順。

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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　天文台通りを挟んだ深大寺１丁目と３丁目を担当しています。毎
月の午後のお茶会は発足当初から続けているメインの活動で、今で
は参加したお客様が帰りに連れ立ってお買い物に出かけたり、ご自
宅でもう少しおしゃべりを続けたりと、仲良しの輪が広がっていま
す。こんなふうに住み慣れた街で安心して暮らしていけるお手伝い
をできることが、ネット員の励みです。
　また、このお茶会には地域にある西野保育園の園児たちが時々訪
ねてくれるので、とても喜ばれています。歌やお遊戯を見せても
らったり、一緒に折り紙やあやとりをしたり、手遊びや肩たたきで
ふれ合ったら、一人ずつと握手して「また来てね」とお別れします。
　お出かけ行事、子育て支援、学童保育の児童
たちとの交流など、新たに取り組みたい活動は
沢山あります。その実現のためにも、もっとネット
員を増やしていきたいと思っています。

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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り
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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 ）

　今回は竹の葉薬局　三鷹新川店さんです。
　店長の朴さんにお話を伺いました。
　朴さんが参加した地域のイベントで、募金箱の存在
を知り、設置の協力をしてくださることになりまし
た。
　薬局というと処方箋を出して薬を貰うところとい
うイメージがあるかもしれませんが、こちらではご
自宅に薬をお届けする在宅医療（居宅指導）を専門に
行っています。
　朴さんが患者さんに接するときは、例えば外出や読

書といった「人生の楽しみ」をあきらめなくてもいいように、その人の可能性を探るそうで
す。また、患者さんの不安に寄り添うとともに、内面の心の豊かさを尊重したいとのこと。患
者さんを第一に考える姿勢が感じられました。
　専門職の方からも、「困ったら竹の葉薬局」「治療の幅が広がった」と信頼されているそう
です。
　最後に、お薬のことでお困りのことがあれば、
処方箋が無くても無料で相談に乗ってくださる
そうですので、是非お薬手帳を持って、竹の葉薬
局にお越し下さい！

店　　名：竹の葉薬局 三鷹新川店
住　　所： 三鷹市新川6丁目3-10　レクセル   

マンション吉祥寺南101号室
営業時間：午前９時～午後６時（土日祝休）
電話番号：0422-24-8346

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

深大寺北班

　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24

（深大寺１・３丁目）

〇定例会 ･･････････････････････････毎月第１月曜日　午前10時～
〇おしゃべりお茶会 ････････････毎月第１月曜日　午後１時～３時
〇七夕お食事会 ･････････････････７月
〇献納千羽鶴つなぎ ････････････８月
〇クリスマス会 ･････････････････12月

主なイベント活動

ほのぼの
ネット

活動紹介
㉔ 竹の葉薬局 三鷹新川店

 
 
 
 
 
 

 
 

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：総務係 0422-46-1108

　４月から新１年生になる園児や保護者は、これからの生活に期待がいっぱい。
でも学童保育所のことがわからなくて、不安に感じる人も多いと思います。その
気持ちを少しでも解消できるように、幼稚園・保育園の年長児が、実際に学童保
育所に来て、どういうところなのか体験してもらう時間を設けています。実際に
学童保育所の椅子に座ってみたり、遊具で遊んだりします。

がくどうたんけん！！

難しそうなおりがみの本があるよ！

小学生になったらたくさん

作れるようになるのかな？楽しくてもう集中タイム♪

おままごとの材料が

いっぱい！

並んだ靴が小さくてかわいいね！

４月から

１年生です！

ようこそ！！ドキドキ♥ わくわく！

　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


