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１. ネットワーク・コーディネート 良　い
◎地区担当職員の配置
▲個別のニーズの把握と共有、広報活動

２. 災害ネットワーク・災害時対応 もう少し
▲市や他団体との連携強化
▲周知・啓発
▲災害時避難行動要支援者名簿の活用

３. 認知症の方への支援・介護者支援 良　い
◎介護者談話室サポーター養成
◎介護者のサロンの増設
▲認知症の方や介護者が孤立しないような方策

４. 組織体制強化 もう少し
◎組織の見直し
▲職員のスキルアップ
▲パートナーシップの強化
▲災害時緊急時の事業展開などへの具体的な取り組み

みたかの福祉を推進中！
地域福祉活動計画Ⅴ中間評価

事業内容、詳しい評価等はホームページ、または窓口でご覧下さい。
※�高評価をいただいた取り組みには◎、改善が必要な取り組みには
▲をつけています。

共に助け合う
繋がりを作りたい！

安心して子育てが
できる地域にしたい

！

生活支援コーディネーターが地域のサロンに参加
し地域の顔つなぎのお手伝いをしています。
今回は食事会の準備をしました。

０歳から６歳までの未就学児がいる
家庭に、研修を受けた地域の子育て
経験者が訪問し、育児の悩みに寄り
添い、地域とのつながりづくりを行う
「家庭訪問型子育て支援ボランティ
ア事業」です。

計画から新しい事業が生まれました
　現在みたか社協では、平成27年度から30年
度までの４カ年計画の推進に取り組んでいます。
　3年目である平成 29年度に推進評価委員会
（委員長：ルーテル学院大学福島教授）にて中
間評価を行いました。
　重点項目に挙げている４つの項目の評価をご
報告します。
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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 ）

平成30年度の予算をお知らせいたします
　平成30年度の予算は、３月に開催した理事会・評議員会にて承認されました。主な事業と予算を紹介します。

事業実施にあたっては、皆

様からいただいた会費や

寄付金などを大切に使わ

せていただいております。

①会費・寄附・事業収入　等 ②募金・補助金・委託料等 合計（① +②）
社会福祉事業区分 77,410,000 731,326,000 808,736,000
　地域福祉推進拠点区分 15,288,000 251,395,000 266,683,000
　放課後児童健全育成事業拠点区分 0 479,671,000 479,671,000
　介護保険事業拠点区分 61,196,000 260,000 61,456,000
　貸付事業拠点区分 926,000 0 926,000
公益事業区分 1,000 145,000 146,000
収益事業区分 601,000 0 601,000
合計 78,012,000 731,471,000 809,483,000

■平成30年度　予算のあらまし（資金収支計算書の事業活動による）� （単位：円）

総務係　℡0422－46－1108問

・介護予防講座の開催� \953,000
・権利擁護センターの運営� \38,860,000
・身体障がい者レクリエーション事業� \928,000

等

高齢者・障がい者のために 
・学童保育所の運営� \479,671,000
・子育て応援事業（子育てサロンの開催、助成など）
� \1,459,000

等

子育て支援のために
・ボランティアセンターの運営� \8,019,000
・ほのぼのネット事業� \4,798,000
・災害ボランティアセンター事業� \111,000

等

ボランティアに関する事業に

みかさん

みかさん

みかさん

みかさん

みかさん

みかさん

きょうこさん

きょうこさん

きょうこさん

きょうこさん

きょうこさん

すずき

すずき

すずき

おかえりなさい。きょうこさん、コミセンの行事は
いかがでした？

私は去年引っ越して来たばかりで、
近所に娘の子育ての悩みを話せる人
がいなくて…

困ったときはお互い様よね。今度行事に
参加して顔見知りの方を増やしたいわ。

誰…？？

社協って会員を募集しているのね。

会員の方は会費を納めているのね。
でも会費って一体何なのかしら？

楽しかったわ。社協が会員募集のティッシュ
を配っていたから貰ったわ。

みかさん、私この前友人に誘われて会員
になったのよ。会費がどんな風に役に
立っているのか、まだ知らない部分も
あって興味を持っているところなの。

ええ、でも市内で一人暮らしをしている
母のことを考えると、この先が不安で。

会費という間接的な形で、私は自分の住むまちを
支えているのね！

突然こんにちは。会費に興味を持って
くださりありがとうございます！

社協で会費を担当している鈴木です。お二人は住み慣
れた三鷹で、安心して暮らしたいと思いますよね。

みたか社協では、お二人の様に「ちょっと困っ
た」悩みを抱えていらっしゃる一人ひとりが、地
域で暮らす中でお互いを支えあい気づきあえる
…���そんな安心の輪を広げるお手伝いをしていま
す。例えば住民同士での見守り
活動や、子育て中の方が集まる
場作り等の活動費の一部に、皆
様から頂いた会費を活用させて
頂いているんですよ。

～一年を通して会費のご案内を
　　　していきます。次回に続く～

①みたか社協窓口
②�ほのぼのネット員等を通じて
③郵便振替（手数料無料）
郵便振替を希望する方は下記へ電話またはメールに
てご連絡ください。
総務係　℡0422－46－1108　問

　 メール�soumu@mitakashakyo.or.jp

☆入会方法☆

個　　人	 500	円
団　　体	 3,000	円
法　　人	 5,000	円
特別賛助	 10,000	円	以上

会員区分（年間一口）

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

 
個人・団体・バスだけ・・・旅行のことなら何でもＯＫです。 

  もちろん無料ですぐに見積しますので、お気軽に、ご相談下さい。 

国内旅行・海外旅行取扱 （東京都知事登録旅行業２－４７００号） 
(株)ベストワーク旅行事業部  総合旅行業務取扱管理者：浅香智子 

   
担当：尾澤里香 

〒１８２-００２２ 調布市国領町３－３－２０よろずやビル２階 
ＴＥＬ：０４２(４８０)２８００ ＦＡＸ：０４２(４８０)２８２１ 

知らなかった！

会費のあんなこと・こんなこと
①社協の会費って何？編

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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　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29年12月１日～平成30年２月28日】（順不同、敬称略）

●�一般寄付　公益社団法人　武蔵野法人会
　　　　　　三鷹４支部クリスマスチャリティーコンサート��� 69,000円
　　　　　　匿名���������������������� 50,000円
●福祉基金　宗教法人　三鷹不動尊　井口院��������� 800,000円
　　　　　　阿部　久江������������������ 500,000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。

 美術・骨董品買い取ります
◎ 出張・鑑定無料。安心・丁寧。お気軽にご相談ください。
◎ 断捨離・終活のご相談、お手伝い承ります。
フリーダイヤル

０１２０-７２-６０６０
国立市 西 2-31-18 ☎ 042-576-5753

  立川・ 国立古物商防犯協力会 最高顧問

国立 中央堂 検索古美術 中央堂

淺野晴夫様、祐子様ご夫妻と吉野社協会長

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

講座

information（インフォメーション）information（インフォメーション）
地域福祉ファシリテーター養成講座講座

ボランティア・地域福祉推進係　℡0422－76－1271問

　地域福祉の推進役として、様々な活動の参加を促しコーディネートする「地域福
祉ファシリテーター」を養成します。ルーテル学院大学の先生が、地域福祉ファシ
リテーターの役割と地域福祉の課題をわかりやすく講義し、グループワークを通し
ニーズを満たすための活動へつなげていきます。
日 �７月７日（土）～平成31年１月19日（土）
� 午後１時10分～４時20分
� 【全７回＋グループ学習８日程度】
所 ルーテル学院大学（三鷹市大沢３-10-20）
対 �在勤を含む市民で、ボランティア活動・市民活動
� などをしている方、またはこれから始めたい方
�内 �地域福祉ファシリテーターの役割／福祉課題を
� 見つけるグループワーク／新しい支え合い活動の
� 企画およびプレゼンテーション　等
� （ホームページに詳細あり）
�主 �ルーテル学院大学、三鷹市、武蔵野市、小金井市と各市の社会福祉協議会
￥ 無料
定 15名（申込み多数の場合は抽選）
申 ６月22日（金）までに所定の申込用紙を記入の上、下記までお申し込みください。
　　※申込用紙はホームページより印刷できます。

親族後見人のつどい～三鷹市・小金井市合同開催～ 

権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203
FAX0422－71－2053

問

　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。
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時から４時
　�（①1：10～②2：10～③3：10～／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 権利擁護センターみたかへ、電話又はFAXでお申込ください。（先着順）

案内 権利擁護センターみたか　専門相談

権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203
FAX0422－71－2053

問

イベント
日 ６月12日（火）午後１時30分～３時
所 三鷹駅前コミュニティ・センター４階会議室
�内 ミニ講義　「成年後見における死後事務について」
　�　　　　　講師：久保晶子氏（行政書士）
　�懇談会・情報交換
対 市内に在住している親族後見人の方（保佐人・補助人含む）
定 10名（申込制・先着順）　￥ 無料
申 権利擁護センターみたかへ、電話又はFAXでお申込みください。

ボランティア募集　みたかボランティアセンター募集

ボランティア・地域福祉推進係　℡0422－76－1271問

ゆうこりん号をご寄贈頂きました
　三鷹市井の頭在住の淺野祐子様から車両（軽貨物）のご寄贈をいただきました。
　「地域福祉活動をより推進していくために」とご寄贈いただきましたが、以前にも
ご主人の淺野晴夫様から車両をいただいており、２台目となります。
　ご寄贈いただきました車両には、お名前から“ゆうこりん号”と名付けられ、三鷹
市全域を回らせていただきます。
　淺野祐子様には心から御礼申し上げます。

　夏休みを利用して保育園、高齢者施設、障がい者施設などでボランティア活動を体
験してみませんか？
日 �７月17日（火）～８月31日（金）
から選択

所 �保育園、学童保育所、高齢者施
設、障がい者施設、ボランティ
アグループ等

対 �ボランティア活動に興味がある
小学生以上の方（活動先によっ
て年齢制限があります。）

�内 子どもの遊び相手、介助サポー
ト、夏祭りのボランティアス
タッフ等から選択（詳しい活動
内容はホームページをご覧くだ
さい

￥ 500円
　�（資料代、ボランティア保険料）
　�※活動場所によっては別途細菌検査代850円程度が必要となります。
申 �所定の申込用紙に参加費を添えて６月４日（月）から29日（金）までに同センター
へ（電話、メール申込不可）。ただし、土曜日は６月23日午前９時～11時のみ受付。
日曜日は休館のため受付不可。なるべく平日にお申し込みください。

　�※詳細はホームページをご覧下さい。
　�※申込用紙はホームページより印刷できます。

夏！体験ボランティア２０１８inみたか

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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　山中班発足当時は活
動をPRするために“山中
班だより”を発行してエ
リアに全戸配布したり、
ほのぼのネット員の研修
などを行ったことを思い
出します。
　今は、毎月１回食事会、
バスハイク、手作り（茶話
会）などを行っており、地
域の方々に楽しんでいた
だいております（行事の
お知らせは街中の回覧板
にポスターを貼っており
ます）。毎月行事を開催しているので、参加してくださる方の
体調の変化がよくわかり、見守りに役立てております。
　山中班はほのぼのネット員同士が親しく、会話も活発で楽
しく活動しています。また、見守り活動にも力を注いでおり、
担当地区毎に見守りを行って月１回の定
例会で話し合いをしています。

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

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 ）

運転ボランティア大募集!!
車椅子を乗せて走る福祉車輛“あおぞら号”の運転ボランティアが
足りません。運転者講習会を行いますので、奮ってご参加下さい。

・日時：６月２３日（土）、２４日（日）の２日間 9:30～

・場所：三鷹市上連雀分庁舎（上連雀8-3-10 三鷹図書館本館隣）

申込み先：NPO法人 みたかハンディキャブ

電話：0422-41-0185（平日9時～17時）

みたかハンディキャブ
検索

　第17回目となる今回は「季寄せ�蕎麦�柏や」さんを紹介します。
店長の岩崎さんにお話を伺いました。
　柏やは1930年（昭和5年）から続く老舗で、今年で創業88年目
になります。お店の場所は昔から変わらず三鷹駅の南口、現在は
三鷹コラルの4階にお店を構えています。店内は和風のモダンな
作りで、落ち着きのある雰囲気は様々な層の方が利用しやすそう

でした。店の表には88年になる柏やさんの
歴史が紹介されています。
　こだわりのお蕎麦は手捏ねの二八蕎麦、
他にも海老の天ぷらや鴨もおすすめです。ランチに賑わうお店で
すが、ディナーにも多くの人が訪れます。地酒など日本酒や焼酎
も豊富で、それに合うおつまみも色々取り揃え
ています。
　募金箱を置いてくださっている理由を尋ね

ると、「地域のためになることをしたいと思っており、きっかけを探
していたから」と話してくださいました。
　最後に岩崎さんから一言。
　「お昼でも夜でも、食事に会合にお酒、いつでも気軽にご利用いた
だけます。」

店　　名：季寄せ�蕎麦�柏や
住　　所：〒181-0013�三鷹市下連雀3-35-1�三鷹コラルビル�４Ｆ
営業時間：11：00～LO�22：00
電話番号：0422-48-2349

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。

総務係　℡0422－46－1108問

　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。

山中班

ボランティア・地域福祉推進係
℡0422ー76ー1271

問

「募金箱の
ある
お店」

シリー
ズ17

（上連雀８・９丁目）

　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。 総務係　℡0422－46－1108問

　春　：バスハイク
　秋　：食事会
毎月第３金曜日午後１時30分
～：つどい（茶話会、手芸等。
開催月により内容が異なる）

主なイベント活動

ほのぼの
ネット

活動紹介
⑰

　学童保育所で子どもたちが楽しみにしているのは…それはおやつの時間です！
学校から帰ってくると、毎日「先生～！今日はおやつ何～！？」と元気な声が聞こえてきます。
おやつは、各学童保育所で普段のメニューはもちろん、イベントなども子どもたちがおいしく、
楽しいひと時を過ごせるよう工夫をしています。今回はそんなおやつの時間をご紹介します♪

季寄せ 蕎麦 柏や

毎日メニューの
お知らせがあるよ♪

自分でケーキを
デコレーション

ほっぺた落ちそう～♪

おやつの片付けも
自分でできるよ！

今日のおやつは
何かな～？

がくどうＨＰはこちら

バスハイクで塩船観音寺へ

“つどい”で
ぬりえの会

“つどい”での演奏会

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


