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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

　令和２年３月１日（日）に三鷹市公会堂で開催を予定していた福祉映画「長い
お別れ」の上映会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたしました。
楽しみにして下さった皆さまにはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご
理解とご協力をたまわりますようお願い申し上げます。

「第24回福祉映画会」中止しました。

大沢地区でスタート！

　地域福祉コーディネーターは、制度の
狭間にある課題や複雑な課題を持つ方な
ど、日ごろの生活の中でお悩みやご心配
のある方からのご相談に応じ、福祉課題
解決に向けて一緒に考えながらサポート
します。
　令和２年度は大沢地区をモデル地区と
して１名の地域福祉コーディネーターを
配置します。
　プライバシーは守りますので、お気軽
にご相談ください！

ボランティア推進係
℡0422－76－1271

問

福祉に関する
お困りごと・ご相談
何でも伺います！

大沢地区の地域福祉コーディ

ネーターの道
ど う

三
さ ん

です。

お悩みやご心配がある方は

お気軽にご相談ください！

個別支援や地域支援を行うにあたり行
政や関係機関・団体とのネットワーク
をつくり、連携して課題の解決に
取り組みます！

「困ったことがあるけど、どこに相
談したらいいの？」「生活費のことなど
これからの生活が不安」「ご近所の様子
が心配」など個別の課題を解決するため
に支援します！

個別支援個別支援

個別の相談から地域の課題を引き出
し、地域の皆さんが「我が事」とし
て考え一緒に解決を図れるよう、「地
域共生社会」の実現を目指します！

地域支援地域支援

ネットワークづくりネットワークづくり 地域共生社会については次号
をお読みください！

令和２
年度

から配
置！

“地域福祉コーディネーター”

“地域福祉コーディネーター”からから始まる
始まる支えあいのまちづくり！！支えあいのまちづくり！！“地域福祉コーディネーター”から始まる支えあいのまちづくり！！



みたか社協だより　N0.153　５月号　　2020（令和２）年５月30日発行2

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

　生活支援コーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防の基盤
整備を進めることを目的とし、日常生活圏域（概ね中学校区）を定め、
生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネー
トを行います。
　主な業務として
　①	地域住民（高齢者）のニーズと社会資源情報の見える化
　②地域に不足するサービスの創出
　③元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
　④関係者間の情報共有のためのネットワークの構築
　⑤	地域住民（高齢者）のニーズとサービス提供団体とのマッチング
　などがあります。
　三鷹市では7つの日常生活圏域に各2名の生活支援コーディネー
ターを配置し、上記業務に取り組んでおります。令和元年度のコーディ
ネーターの主な活動実績は以下の通りです。
①		地域の担い手養成として、「健康・会話・食でつながる場づくり講
座＜入門編＞」を開催しました。

②		50代から地域での顔が見える関係づくりと運動習慣を身につける
ため、「50代からの大人のエクササイズ」、「大人の癒やしヨガ」を
開催し、講座終了後の自主グループ立ち上げの支援を行いました。
③		三鷹市介護予防立ち上げ支援事業として今年度56団体（内新規６
団体）へ助成を行ない、介護予防体操自主グループの立ち上げや活
動継続のための支援を行いました。また、地域のサロン活動助成金
は40団体（内新規11団体）の申請があり、地域住民同士の交流
の場であるサロン活動の立ち上げや、活動継続のための支援を行い
ました。
④		その他、食を通じた交流の居場所6か所、ボッチャを通じた交流の
居場所3か所を新たに立ち上げました。また、ボッチャでは西多世
代交流センターで月1回の多世代交流イベントの開催に協力し、子
どもから高齢者、障がい者まで多数の方が参加し、交流を行うこと
ができました。

　令和2年度も生活支援コーディネーターは地域住民同士の繋がりづ
くりや、新たな社会資源の創出など、地域づくりに努めてまいります。

令和２年度の予算をお知らせいたします。令和２年度の予算をお知らせいたします。
　令和２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、

皆さまから頂いた会費や

寄付金などを大切に使わ

せて頂いております。

①会費・寄附・事業収入 ②募金・補助金・委託料等 合計（①＋②）
社会福祉事業区分 74,724,000 759,358,000 834,082,000
　地域福祉推進活動拠点区分 14,205,000 276,297,000 290,502,000
　放課後児童健全育成事業拠点区分 0 482,801,000 482,801,000
　介護保険事業拠点区分 60,082,000 260,000 60,342,000
　貸付事業拠点区分 437,000 0 437,000
公益事業区分 0 143,000 143,000
収益事業区分 1,000,000 0 1,000,000
合計 75,724,000 759,501,000 835,225,000

■令和２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	 \44,763,000
・家族介護者交流事業	 \2,846,000

高齢者・障がい者のために
・子育て応援事業（子育てサロンの開催、助成）	
	 \1,706,000
・フードバンク事業	 \2,027,000

・ボランティアセンターの運営	 \7,921,000
・ほのぼのネット事業	 \4,864,000
・災害ボランティアセンター	 \821,000

ボランティアに関する事業に 地域福祉活動への支援に

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

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

生活支援コーディネーター活動報告生活支援コーディネーター活動報告令和元年度令和元年度

フードバンクみたかの活動はこちらから☟
https://www.facebook.com/foodbankmitaka/

　みたか社協は「フードバンクみたか」の活動に協力するため、みたかボ
ランティアセンターで常設のフードドライブを始めました！
　「まんぷくBOX」と名付けたお預かりBOX	を設置しました。
　ご家庭で未使用の食品で「フードバンクみたか」へご寄付いただける食
品がありましたら、「まんぷくBOX」へお持ちください。
受付日時 	みたかボランティアセンター開所時間内
	 	（月曜日～金曜日　午前 9時～午後 5時）　※日曜・祝日・年末年始を除く
受付場所 		みたかボランティアセンター 1階に「まんぷくBOX」を設置しています。
	 ※受領書をご希望の方は職員にお声掛けください。
受付食品 		①常温保存が可能で未開封のもの
	 ②賞味期限が 1ヶ月以上あるもの
	 　例えば　	お米（白米・玄米）、レトルト食品、缶詰、パックご飯、カップ麺など
　これまで通り「フードバンクみたか」の事務所でも食品をお預かりしています。
※「フードバンクみたか」は、食にお困りの方へ無料で食品を提供している任意団体です。

フードバンクみたかへの支援始まっています！

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。�（敬称略）
【2019年11月1日～2020年2月29日】

●一般寄付
　宗教法人	三鷹不動尊	井口院	…800,000円
　カトリック調布教会…………… 50,000円

　ご寄付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、ご寄付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。

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

夏！体験ボランティア２０２０
in みたか 中止のお知らせ

募集

ボランティア推進係　℡0422－76－1271問

　夏！体験ボランティアは、多くの方々にボランティア活動の
体験をしていただけるよう毎年夏に実施していましたが、新
型コロナウイルスの感染が拡大しており、この夏に実施するこ
とは、参加者の皆様や受け入れ団体の皆様の安全を確保する
ことが難しいと判断し、中止い
たします。
　ボランティアセンターでは、
日頃よりボランティアの募集や
紹介をしています。希望する方
は、新型コロナウイルス感染予
防対策が落ち着きましたら、み
たかボランティアセンターまで
お気軽にご相談ください。

日 	①月・水・金曜日	･･･午前１０時～正午
	 ②月・金曜日	･･････････午後２時～午後４時
	 　上記の内都合の良い日。毎週でなくても可。
所 	みたかボランティアセンター

高齢者電話訪問訪問員募集！募集

地域福祉推進係　℡0422－76－1271問

　概ね65歳以上で、昼間おひとりでお過ごし
の方に電話をかけて安否確認やお話をする電
話訪問員（ボランティア）を募集しています。
　ご興味のある方はみたかボランティアセン
ターへご連絡ください。

登録ヘルパー・同行援護従事者
（ガイドヘルパー）募集

在宅サービス係　℡0422－79－3509問

募集

仕事：①訪問介護（身体介護、生活援助）
　　　②同行援護（視覚障がい者のガイドヘルプ）
資格：①初任者研修以上修了
　　　②同行援護従事者研修応用過程修了
時給：①身体介護1,910円～
　　　　生活援助1,310円～
　　　　※勤務実績に応じて昇給あり。
　　　②1,250円
　　　　（1回の勤務につき300円の活動手当あり）
時間：�午前8時から午後8時の間で

応相談
応募：�6月1日（月）から電話で面

接受付。面接時は履歴書
（写真貼付）、資格証の写
しを持参。

　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。

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

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）

案内

電話でおしゃべりしませんか？

地域福祉推進係　℡0422－76－1271問

　概ね65歳以上で、昼間おひとりでお過ごしの方に毎週
１回お電話をかけてボランティアさんとおしゃべりする
「高齢者電話訪問事業」を行っています。
　人と話をすることは、ストレスや不安を
緩和すると言われています。電話訪問事業
を利用して外出自粛で感じているストレス
を和らげませんか。
日 	月・金曜日	･･･午前または午後
	 水曜日	･･････････午前
￥ 無料

案内
　対面型のボランティア活動は感染を拡大する危険があり
ます。また、ボランティア保険は新型コロナウイルスには対
応していませんのでご注意ください。

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



みたか社協だより　N0.153　５月号　　2020（令和２）年５月30日発行4

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

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

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

　三鷹市役所の目の前の、人見街道を挟んだ
向かい側にある「みたかのセントラル」。「和」
をテーマにした店内は、「屋内商店街」をコン
セプトに、パン屋さん、定食屋さん、お弁当屋
さん、ケーキ屋さん、カフェと、いろいろなブ
ランドが一つのお店の中に集まっています。
　１つ１つがお店の人の手で作られていて、
「今の時代に、人と人とが触れ合う、世間話の
できるような、コミュニケーションの場を提

供したい」という店主の熱い想いが詰め込まれている温かみのあるお店です。
　席数は全部で約100席あり、そのうちの20席ほどある屋外テラス席は、ペットも同伴
できるようになっています。そして、店内セルフコーナーには「おなか一杯ご飯を食べて
ほしい」という店主の想いから、ご飯や卵、お漬物、海苔、ウーロン茶が用意されていて、
いずれも店主の温かい心遣いが感じられます。
　いちおしのメニューは、鶏と野菜の甘酢あん。ルヴァンという自家製酵母を使った焼
きたてのパンも人気で、食パンは午後には売り切れてしまうほどの人気商品。
　今後の展望をお聞きすると、朝6時からのモーニングや子ども向け料理教室にパン教

室の開催も計画中だとか。最近では、お弁当のケータリング
も始められ、地域の方々に貢献していきたいといった意気
込みを語られていました。
　募金箱も、社協だよりを見て、地域
の方々に貢献したいと思ったことが
きっかけで、来店されたお客様と会話

するきっかけになっているとのこと。
　また、着なくなった洋服をコーヒー券と引き換えに集め、リサイ
クルする為のフリーマーケットを開催（金・土・日午前10時～午後
５時）したりと、地域の活性化や集いの場として地域の皆さまに貢
献したいという想いが強く伝わってくるお店です。
　近くにお越しの際は、立ち寄ってみてくだ
さい。温かみのあ
る居心地の良い
空間で、時間を忘
れて、おしゃべり
できるそんなお
店です。

「募金箱の
ある
お店」

シリー
ズ25 みたかのセントラルみたかのセントラル

　学童保育所では、三鷹警察署協力のもと防犯訓練・指導を行っています。
今回は三小学童保育所の様子を写真でお伝えします。
　校庭開放で遊んでいる時に不審者が侵入してきたら、どうやって避難する
のかというシチュエーションで訓練を行いました。

防犯訓練防犯訓練
～いのちを守ろう～

職員も地域子ども
クラブの方と一緒に
身の守り方の講習を
受けています

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

店　　名：みたかのセントラル
住　　所：�三鷹市下連雀9-11-9　1階
営業時間：午前10時～午後8時（不定休）
電話番号：0422-77-6986

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

　こんにちは、ほのぼのネット深大寺班です。
　立ち上がってから20年以上、先輩たちの伝統
を守りながら新しい活動を増やしています。

深大寺班深大寺班

　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 �地域福祉推進係　�℡0422ー76ー1271

（深大寺二丁目）（深大寺二丁目）

家から一歩出たらみんな顔見知り「笑顔で挨拶」
多世代が安心して健康でいきいきと暮らせる街に♥
皆様のお力をお借しください。ネット員募集中です。

　美術館、水族館、時には花を求めて地域出発、
地域着で仲間と一緒に遠足へ

　20年以上前から続いているメインの活動で
す。津軽三味線、大正琴などのコンサート、フラ
ダンス、マジックショーなどを食事をとりながら

見て楽しく優雅なひとときを過ごします。
　昨日まで知り合いでない人達が帰りには声を掛け合ってお帰り
になる。そんな和気あいあいとした会を開ける事に感謝です。

①�生活に役立つAEDマップ作成や車椅子の講習会
②�フレイル予防の為に簡単な体操の実施
③�地域の安全の為警察の方のお話しを聞く機会
を作る

④�年一回年度末に広報誌「ほのぼの」を発行

春の一日春の一日
バス旅行バス旅行

6月の6月の
おたのしみ

会
おたのしみ

会

その他その他

ほのぼの
ネット

活動紹介
㉕

　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問不審者役の

警察官

子どもたちも真剣に
避難しています

真剣にお話を
聞いています

実際の訓練の
様子です

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


