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みたか社協は６０周年 

  
 

 

 「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、 
生活に困窮する人々に対する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、地域福祉活動の充実や福祉のまちづくりの推進
を図ること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
て受け付けております。団体、法人の皆さまもご協力をお願い致します。 
 また下記の通り、街頭募金を行います。あたたかいご支援をお願い致します！ 

～いただいた募金は来年度次のような事業に活かされます～ 
◆ほのぼのネット事業 
 地域の高齢者の方を対象にしたお茶会などを開催 
◆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 
 ボランティア養成講座やイベントを開催 
◆助成事業                   ・・・等 

日時：１２月９日（土） 
     午後１時～３時  
場所：三鷹駅南口  
協力：市内福祉施設、 
     ボランティアの皆さん 

街頭募金のおしらせ 

みたか社協は皆さまに支えられ 

   今年で６０周年を迎えます。 
 これまでもそしてこれからも地域に根ざした活動を推進してまいります。これからもみたか
社協をよろしくお願いいたします。 
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〈東日本大震災救援物資受付〉 

災害支援事業 2011年 

小地域福祉活動 1992年～ 
〈ほのぼのネットのはじまり〉 

子育て支援事業    
2002年～ 

〈助産師と一緒に 
    赤ちゃんと遊びましょう〉 

生活支援コーディネーター事業 
2016年～ 
〈サロン活動等立ち上げ支援〉 

第一回福祉バザー  
  1979年 

≪ボランティア連絡協議会からのお知らせ ≫ 
 

■１２月１６日（土）  ・ ふろしき市  午前10時～午後１時 市議場棟下 

              ・ 世話人会 午後1時～2時 ボランティアセンター 

               ・ 代表者会議 午後２時～４時 ボランティアセンター  

♪点字カレンダーを 
全国無料でお届けします♪ 
 点訳ボランティアグループ「きつつ
き会」にて平成３０年度版の点字カレ
ンダーを作成しました。七曜表のほか
に、日の出・日の入りの時刻や楽しい
読み物「世界なるほど楽器百科」も
載っています。お知り合いの視覚障が
いの方へ、このカレンダーのことをお
知らせください。 
申込み：みたかボランティアセンター 
電話 ：０４２２－７６－１２７１     

ある日のボランティア～スナップ写真～ 

日時：毎月 第2、第4火曜日 
     午後1時～  
場所：連雀コミュニティセンター茶室  
費用：300円（お茶・お菓子代） 
申込：みどり会担当 佐山まで（tel:0422-43-6970） 

今回の 
  お写真は・・ 
 

①視覚障がい 
   者ＩＴ講習会 
②アリスみたか 
③江戸小噺笑い 
    広げ鯛 
④三鷹おもちゃ   
  図書館 
⑤ショウケン橋    
   本さん（歌ボラ 
 ンティア） 

http://4.bp.blogspot.com/-RK5AWQ_du6M/VlmdvtJk-jI/AAAAAAAA1FE/Yf5adf3ofTw/s800/christmas_frame4_kugel2.jpg
https://www.illust-pocket.com/illust/788
http://fukidesign.com/wp/?p=537
https://www.illust-pocket.com/illust/3755
http://1.bp.blogspot.com/-BSXduOfcnV8/VCkbuElXgyI/AAAAAAAAnL4/Vlv0QK137Bo/s800/wagashi_nerigashi_sweets.png
tel:0422-43-6970
tel:0422-43-6970
tel:0422-43-6970
tel:0422-43-6970
tel:0422-43-6970
http://4.bp.blogspot.com/-993E8FTMZds/U9zsXft5wXI/AAAAAAAAkcg/yjF2qgfDIDk/s1600/number_1.png
http://1.bp.blogspot.com/-a0AMrvLUJmM/U9zsXbwKokI/AAAAAAAAkck/UPrQbQ1R50E/s1600/number_2.png
http://2.bp.blogspot.com/-wsph92D4YYQ/U9zsYIuFt3I/AAAAAAAAkc0/bdRK56v8Rfg/s1600/number_3.png
http://1.bp.blogspot.com/-yA0P4Mb91Mg/U9zsYau5ipI/AAAAAAAAkdE/5r7XBPHa4G4/s1600/number_4.png
http://3.bp.blogspot.com/-R9KkEj4ktSE/U9zsYZsi71I/AAAAAAAAkc4/FFtsImk-Rng/s1600/number_5.png
http://3.bp.blogspot.com/-DtbgzejLT4E/UqmPbPKsygI/AAAAAAAAbjk/Vk-JsLvjvUY/s800/kanban_tate.png


J募集に関する問合せ・申込は H 
ボランティア・地域福祉推進係(杉山)まで 

★井の頭病院への付き添い 
 

内容：自宅から井之頭病院への行き、帰りの付き添い 
日時：月・木 
   ①午前9時～10時 
         ②午後2時30分～4時 
   ※①②両方、またはどちらかでも可 
場所：自宅（井之頭5丁目）から井之頭病院（上連雀4- 
   14-1） 

備考：交通費支給。ご家族の方と面談をして頂きます 

★星マルシェ（アートフリーマーケット） 
 

内容：イベントの運営のお手伝い 
日時：11月26日（日）正午～午後６時 
場所：三鷹駅南口 三鷹中央通り商店街 

★東京弘済園（場所：①②③とも、下連雀5-2-5） 
 

①ケアハウス弘陽園 
内容：喫茶コーナーでのお話相手 

日時：毎週木曜日 午後1時30分～３時30分 
 

②特別養護老人ホーム弘済園 
内容：入浴後のドライヤーかけ 
日時：毎週月曜日 午後1時30分～３時30分 
 

③弘済ケアセンター 
内容：昼食時のお手伝い（準備、見守りなど） 

日時：毎週月・水・木・土曜日 のいずれか 
   午前11時30分～午後1時 

                                
                                                                                    
 
        地域のサロン紹介を、シリーズでお知らせします。 

 第15号は です!

 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

地域レポート
NO.15 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 今回は９月からスタートした「井口５丁目のぞみサロン＆いのじん保健室」を紹介します。 

このサロンは、毎月第４月曜日１３時３０分～１５時３０分に井口５丁目都営集会所を使って開催しています。初回か
ら都営住宅や近隣に住む方達を中心に１０名以上の方々が参加し賑やかでした。このサロンは保健師が常駐し、身
近な健康相談等も行なっています。また、近隣の調剤薬局の薬剤師やケアマネジャー、ふれあいポリスなども訪問
の途中によってくれて、お茶を飲みながら、楽しく情報交換を行なっています。病院の先生にはなかなか聞けない病
気のことや、日頃飲んでいる薬の事や防犯についてなど、そのとき、そのときで様々な話題で盛り上がります。 
 是非、皆さんも一度足を運んでいただき、楽しくおしゃべりしましょう。 

 今回は 暮らしの保健室みたか さん 

Q.1 「暮らしの保健室みたか」ではどんな活動をしているんですか？ 
   まちライブラリー@三鷹中央通り（スペースあい）を拠点に月・金曜日に開室しています。 
   暮らしの中での困りごとの相談にのったり、おしゃべり会を開催しています。 
 

Q.２  「暮らしの保健室みたか」をはじめたきっかけはなんですか？ 
   以前は在宅医療のクリニックで勤務していました。症状が悪くなってから医療機関にかかる方がとても多く、 
   もっと早い段階で医療へつなぐきっかけを地域の中に作りたいと考えました。 
   

Q.３ 活動していて嬉しかったこと・印象的なことはなんですか？ 
   暗い表情で相談にいらした方が、帰るころになると明るい表情に変わっていくのをみるととても嬉しく感じます。 
 

Q.4 逆に、活動していて大変だったことはなんですか？ 
   皆様に認知されるまで、誰も来ない期間が苦しかったです。    
 

Ｑ.5 続けていく原動力のようなものがあったら教えてください。 
   超高齢社会、社会保障費の問題と挙げていくと暗いことばかりです。でも未来の子供 
   たちへよりよい社会を残したいと考えると、あらためてがんばるぞという気持ちになります。 
 

Ｑ.６ 最後に、「暮らしの保健室みたか」の魅力はなんですか？ 
   人と人とのつながりが広がり続けていること。保健室に来てくれるみなさんや、 
   保健室の活動をサポートしてくれるみなさんとのつながりをとても大事にしています。 

                                                                     ～ありがとうございました！～ 

内容：ワンコイン（100円／10分）ボランティア 

★みたかボランティアセンター 
 

内容：機関紙「ミニミニ広場」配達 
日時：毎月20日頃～月末の都合のよい時間 
場所：中原２～4丁目（約50部）  
対象：どなたでも 

～ 活 動 実 績 ～ 
・部屋の片づけ 
・買物 
・雑草取り 
・病院への付添い 
・ゴミ出し 
・短木の剪定 

    ・・・・などなど 

開催日時 
毎月第４月曜日 
午後１時３０分～３時３０分 

会場 井口５丁目都営住宅集会所 

問合せ先 みたかボランティアセンター 

炊飯器・麻雀卓をお譲り下さい！ 

 みたかボランティアセンターでは地域サロン
の立ち上げ支援を行っています。現在、地域サ
ロンで以下の物品が不足しております。 

お譲りいただける方は、みたかボランティアセ 

ンターまでご連絡ください。 

 ＊炊飯器（５合～2升炊き） 

 ＊麻雀卓（折りたたみ式） 

  

        みたかボランティアセンター  

            0422－76-1271 

西部地区担当の                                              
高木がレポートしました！ 

★プールサイド出入りのお手伝い 
 

内容：車いすの方が泳ぐ時のプールサイドで 
   の、プール出入りのお手伝い 
日時：1～2週間に１回程度 
  （ご都合に合わせます） 
場所：スバルスポーツセンター 
  （元気創造プラザ内：新川6丁目） 
備考：交通費支給。泳げる方、男性希望。 
   事前にご本人と面談をして頂きます 

★杏林大学医学部付属病院 
 

（1）外来のご案内 
内容：病院にいらっしゃった方のご案内 

日時：月-土曜日 午前9時～正午 
  （週1回以上、最低2時間以上活動が可能な方。 
   曜日については応相談。） 
 

（2）患者図書室のお手伝い 
内容：図書貸し出しのお手伝い 
日時：①月-木曜日 午前10時50分～午後1時10分 
   ②月-水曜日、金曜日の午後 
           午後12時50分～午後3時10分 
        ※①、②で、週1回以上活動が可能な方 
 

【お問合せ・申込先はこちらまで】 
患者サービス室ボランティア募集係（担当：上野、清水） 
電話：0422-47-5511（内線：7998上野、6960清水） 
平日 午前9時～午後4時30分 

活動の際にはボランティア保
険の加入をおすすめします。 
ボランティアセンターにて手
続きを！（年額300円～） 

2017年 予定表 

■１１月２７日（月） 

■１２月１８日（月） ♪クリスマス会♪ 

★ もう！「群れたくない」 
   “おやじたちの地域参加” ★ 
 
（現在の活動地域） 
三鷹市：井口、深大寺、 
      野崎、上連雀 
 

≪連絡先はこちらまで≫ 
冨田節夫 ℡：090-5415-1623 

otasuketainowa@gmail.com 
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