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古紙配合率70％再生紙を使用しています

私達は、地域の福祉を応援しています（広告）

第15回福祉映画会

3月20日（日）
三鷹市公会堂（三鷹市野崎1-1-1）

①午前10時～
②午後1時40分～（2回上映）
大人1,200円【1,000円】
親子ペア1,500円【1,300円】
小人500円
障がいのある方800円
※付き添い1名も同額
※【　】は社協会員価格
主催・問い合わせ　三鷹市社会福祉協議会
　　　　　　　　  みたかボランティアセンター

　　　　　　   TEL:0422-76-1271
共催　三鷹市ボランティア連絡協議会

山あいの小さな村。その村で慕われていた
医師が、突然謎の失踪を遂げた。やがて事件
は思わぬ方向へ…。（カラー・127分）
医大を卒業したての研修医相馬は田舎の医療に戸惑
いながらも村の人々から“神さま仏さま”よりも頼り
にされている医師・伊野に共感を覚えるようになっ
ていく。だが、その伊野が突然失踪する。小さな村で
起きた大事件の顛末は？

〔出演〕　笑福亭鶴瓶　瑛太　香川照之
　　　　八千草薫

〔原作・脚本・監督〕　西川美和

Ⓒ2009『Dear Doctor』製作委員会

みたかボランティアセンター（上連雀8-3-10）　三鷹市社会福祉協議会（野崎1-1-1）

三鷹市内のコミュニティ・センター（大沢、牟礼、井口、井の頭、新川中原、連雀、三鷹駅前）

食茶房むうぷ（新川6-9-23）/ 香草亭（野崎3-17-9）/ 星と風のカフェ（下連雀3-8-13）

C-Café（野崎1-1-1）

チケットはこちらでお求め
ください。（当日券あり）
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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

ウェルキャブ車を3日間
無料でお貸しいたします。

〒181-0014  三鷹市野崎3-8-10

カーテラス三鷹店

〒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

国内旅行・海外旅行取扱（東京都知事登録旅行業2－4700号）

詳しくは、こちらからツアー検索できます。

担当：和田彰・浅香智子
ベストツアー多摩

ベストツアー多摩 検 索検 索

3月28日（月）日帰り　旅行代金5,990円
羽田空港新国際ターミナルと隅田川水上バス12橋めぐり

東京スカイツリー車窓見学と築地市場「築地江戸銀本店」にてお寿司の昼食付き
※ご希望の方はパンフレット送付しますので、お電話下さい。

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

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

学童保育所とは、 保護者の就労等のため、 放課後に保育の必要な小学校１年生から３年生までの児童が、

主にあそびを通して生活するところです

市内の学童保育所の中で、
19ヶ所をみたか社協が運営
しています。

【問合せ】　総務係   TEL 0422-46-1108

　一小学童保育所Ａは、学校から800ｍくらい離れているところ
にある単独の施設です。現在47名の在籍児がいます。
　子どもたちは、学校から歩いてくるあいだに気持ちを切り変
えて登所するようです。学童保育所の近くには、広くて自然いっ
ぱいの丸池公園があり毎日遊んでいます。夏はザリガニや小エ
ビなどを捕ったり、冬は、サッカーや鬼ごっこで走り回ったりし
ています。また、室内は2つの部屋があり、大ブロックやレゴを
する部屋と本読みや勉強をする部屋に分かれています。一日10
分でも体を動かして遊ぶことをモットーに子どもたちが充実し

た時間を過ごせるよう配
慮しています。

　一小学童保育所Ｂは、小学校の体育館の西側に建っていま
す。現在45名の在籍児がいます。
　子どもたちは、校庭内を通って学童保育所に登所します。保
育室は2階で、高学年の授業終了まで室内遊びで過ごしていま
す。おやつの後は全員で校庭に出て遊びます。外遊びは、放
課後の校庭を利用し、校庭開放に
遊びにきたお友だちと一緒にサッ
カー・ドッジボールなどをして楽
しんでいます。

　地域と学童保育所とのつながりをテーマに続けてきたこの企画も三回目となりました。今回は、一小学童保育所Ａの子どもたちを見
守ってくださる地域の方々の活動の様子を紹介します。
　須藤さんと田村さんは学童保育所の周りの公園や道端で子どもたちに「おはよう！」「いってらっしゃい！」と声をかけたり、時に
は「あぶないよ！」と注意をしてくださいます。どのような思いで子どもたちに接してくださっているのかうかがいました。

一小学童保育所Ａ 一小学童保育所Ｂ

子どもたちを見守ってくれて、ありがとう！

私達は、地域の福祉を応援しています（広告） みたか社協　役員体制について
平成22年12月の理事会・評議員会にて下記のとおり役員体制が整いました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
　会　　長　吉野壽夫
　副 会 長　市川一宏、向井百重、山本益雄
　会計理事　栗原友治、谷合健治

総務係　℡0422－46－1108問

 「子どもたちの見守りをしているのは、
親も子どもも人とのつながりを大切にし
てほしいと願う気持ちを伝えたいからで
す。皆さん、あたたかい気持ちで見守っ
ていきましょう」

　安全が第一なのでみんなで見てあげた
いと思っている。子どものことをこちら
が好きになることで子どもたちからも好
かれる。朝・夕なるべく挨拶や声掛けを
行って子どもたちに顔を知ってもらった
上で、見守りをしています。 

田村さん須藤さん

　地域の皆さまには、日頃より子どもたちを見守っていただき、ありがとうございます。少子化や核家族化が進み、子どもの健やかな
成長のためには、地域全体で子育て支援をすることが求められています。今後も地域の子どもたちを温かく見守っていただけたらと思
います。ご協力よろしくお願いいたします。



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。
【平成22年11月9日〜 23年2月3日】（順不同・敬称略）
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東京日産
新車のひろば三鷹店

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

音声コードを印刷しても視覚障がい者が
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

【一般寄附】
吉野　壽夫 1,000,000円
小林　輝光 100,000円
坂本　貞雄 100,000円

【福祉基金】
三鷹不動尊井口院 800,000円
宅建武蔵野三鷹支部 62,868円
エスコート交通株式会社代表取締役
平峯　龍男 50,000円

　ご寄附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
ております。なお、ご寄附いただい
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。

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」を目指して様々な事業を実施しています。
今回は、実施している事業の一部を紹介します。

ボランティアをはじめたい方へ

ケアプランの作成

～新しい出会いと発見をサポートします～
　ボランティアセンターでは、ボランティアを始めたい、ボランティ
アを頼みたい、ボランティアの情報が知りたい・・・など、ボラン
ティアに関する相談や、ボランティアについて学ぶ講座などを企画開
催しています。
　ボランティア活動は誰もがいきいきと暮らせるよう、お互いに支え
合い、学び合う活動です。新しい出会いや発見、感動、喜びが待って
います。
　ボランティア活動をはじめたい方は、ボランティアセンターへお越
し下さい。

介護予防講座 in 老人福祉センター
～みんなで楽しく介護予防～

　住みなれたまちでいきいきと暮らし続けるためには、まず健康維持が
大切です。老人福祉センターでは、毎月第1・第3水曜日の午後1時30分
から2時30分まで「さわやかゆめ体操元気会」の協力により、介護予防体
操「さわやかゆめ体操」を実施しています。昔懐しい歌を歌いながら体を
動かします。さわやかゆめ体操以外に、「ヨガ教室」や「吹矢教室」も実
施しています。
　平成23年度もさわやかゆめ体操は引き続き実施し、さわやかゆめ体操
以外にも介護予防講座を実施する予定です。市内在住・在勤の60歳以上
の方でしたら参加できますので、皆さま是非お越しください。

権利擁護センターみたか

ほのぼのネット

福祉サービス利用援助事業 ～私たちにご相談を～

～「ほのぼのネット員」が見守る三鷹のまち～

～自分らしい生活をお手伝いします～
　福祉サービスの利用に不安のある方が、地域で安心して生活できるよ
うに、福祉サービスについての情報提供や助言など支援を行います。
　また、福祉サービスの利用にかかわる料金、公共料金等の支払いなど
の、日常生活に必要な金銭の管理等の支援も行っています。
※対象は、判断能力が一定程度あるものの必ずしも十分でない方や、
　高齢・障がいなどにより支援が必要な方です。
※利用にはご本人様と権利擁護センターみたかとの契約が必要です。
※利用は有料です。生活保護世帯には減免制度があります。
　相談は無料です。

　昔は「隣三軒両隣」と言うくらい、ご近所づきあいが当たり前のよ
うに行われていました。現在は、都市化が進み、「隣に誰が住んでい
るか分からない」無関心社会となっています。
　みたか社協では、地域にお住まいの民生委員や日赤奉仕団、ボラン
ティアの方に「ほのぼのネット員」として協力していただき、高齢者
の方等が地域で安心して暮らしていけるよう、市内を28の地域に分け
て見守り活動等に取り組んでいます。

　介護保険の申請をして要介護認定後、介護保険サービスを利用する
ためには、居宅サービス計画（ケアプラン）が必要になります。
　みたか社協では、介護支援専門員（ケアマネジャー）がご利用者様
やご家族のご意見を尊重し、介護保険サービスの範囲にとどまらず、
保健、医療、福祉の各機関や地域のボランティアグループ等との連携
につとめ、生活全体を支えるケアプランを作成します。
　ケアプランの作成は、介護保険より全額負担されます。ご利用者の
費用負担はありません。

総務係　℡0422－46－1108問

地域福祉係　℡0422－46－1108問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

在宅サービス係（三鷹市社会福祉協議会居宅介護支援事業所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡0422－79－3505

問
権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203問

　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。）

高齢者に夕食を作る給食ボランティア さわやかゆめ体操で介護予防

ほのぼのネット活動で地域の高齢者と交流ケアマネジャーが要望や疑問に答えます
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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。

ホームヘルパー・ガイドヘルパーの派遣
　介護、家事のサポートはもとより、生活を取り
巻く様々な問題の相談まで、経験豊かなスタッフ
がお手伝いします。いつでもお気軽にご相談くだ
さい。
○介護保険でのサービス内容
　・生活援助（買い物、調理、洗濯、掃除など）
　・身体介護（食事・入浴・排泄介助、清拭、移動、
　   通院介助など）
○障害者自立支援法のサービス内容
　・居宅介護サービス（ホームヘルパーを派遣し、
　　家事や身体介護サービスを提供します）
　・外出支援（外出時の支援を行います）

音声コードでバリアフリー化 ③

　「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：地域福祉係 0422-46-1108

広告を掲載しませんか？ 私達は、地域の福祉を応援しています（広告）

三鷹市社会福祉協議会訪問介護事業所　
　　　　　　　　　℡0422－79－3509

問

●問い合せ　みたかボランティアセンター（0422－76－1271）へ

アクティビティセンターはばたけ（野崎）
【内容】 ①児童公園掃除　②プール活動　
 ③サークル活動（スポーツ、美術、散策）

【日時】 ①火曜　午後1時30分～ 3時30分　
 　木曜　午前10時～ 12時
 ②第3または第4火曜　午後12時30分～ 3時30分
 ③金曜の午後1時～ 3時30分（月2回）
※知的障害者授産施設です。毎月の行事や天候によって日程変更有。

障がい者関係

デイサービスひまわり（下連雀）
【内容】 介護補助
【日時】 火曜以外の午前10時～午後4時30分

高齢者関係

三鷹市東児童館（牟礼）
【内容】放課後および土・日の小学生の遊び相手
【日時】平日の午後3時～ 5時　土・日曜日の午前9時～午後5時

児童関係

～会員会費にご協力をお願いします～
　みたか社協は、市民の皆さまをはじめ、福祉施設・ボランティ
ア団体や事業所が「会員」となって地域福祉活動を支えていた
だく「会員組織」です。
　会員の皆さまからいただく会費は、皆さまの身近な地域の
様々な事業に活用させていただきます。

　会費は、いつでも事務局（福祉会館）にてお預かりいたします。
皆様のご理解と、暖かいご支援をお願いします。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

ご寄付　ありがとうございました！

市民のみなさんから寄付していただいた切手とカードは換金し
て、ボランティア基金に積み立てました。はがきは切手に交換
してボランティアさんへの連絡などに活用しました。
使用済み切手、書き損じハガキは
みたかボランティアセンターへお持ちください。
※使用済みカードの受付は2月末をもって終了しました。
電話：0422－76－1271

使用済み切手 58.5㌔
使用済みカード 14,800枚
書き損じはがき 145枚

（平成22年1 ～ 12月）

小中学生ボランティア体験学習

視覚に障がいを持った人がプレーできる
ように考えられたサッカーです。ブライ
ンドサッカーのプレイヤーが教えます。

障がいを持った人が三鷹のまちで快適に
暮らせるように活動している「みたか街
かど自立センター」のメンバー（障がい者）
と一緒にいろいろな体験ができます。

対　象：新小学校５年生～中学生
参加費：500円
定　員：20名（2日間参加できる方優先。定員を超えた場合抽選）
3月11日（金）までに下記へ電話してお申込ください。

3月19日（土）
午後１時30分～ 4時30分
三鷹市第一体育館（野崎1-1-1）
協力：日本ブラインドサッカー協会（JBFA）

3月29日（火）午前10時30分～午後3時
連雀コミュニティ・センター（下連雀7-15-4）

（ステンシル、買い物、カレー作り、ゲームなど）

ブラインドサッカー体験

みたか街かど自立センターとの交流会

みたかボランティアセンター　℡：0422－76－1271

ボランティア募集ボランティア募集ボランティア募集

地域福祉に　　 ください力チカラ

○ボランティア活動事業に
　・ボランティア講座（活動者養成のため）
　・電話訪問活動（一人暮らし高齢者の孤立防止のため）
○ほのぼのネット事業に（地域の見守り活動）
○子育て支援事業に
　・子育てサロン、異世代交流事業の開催
個人会員 一口500円～ /法人会員 一口5,000円～ /団体会員 一口3,000円～


