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古紙配合率70％再生紙を使用しています

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

東日本大震災 ～みたか社協の取り組みと今後について～
東日本大震災が発生して間もなく１年になります。これまでに本会が取り組んだ被災地支援活動をご報告するとともに、
実際に東京で災害が起こった場合、三鷹市内に設置する「災害ボランティアセンター」についてご紹介します。

東京都社会福祉協議会の要請を受け、福島県内
の社会福祉協議会へ職員を派遣し、災害ボランティ
アセンターの運営支援等を行いました。

みたか社協では、三鷹市、三鷹青年会議所（三鷹ＪＣ）などの団体
と協力して、被災地へ救援物資を運搬しました。

救援物資の運搬や被災地への職員の派遣など、みたか社協の取り
組みを市民の皆さんへお伝えするため、平成２３年７月１９日から
８月１３日までの間、被災地や職員の活動の様子のパネルを市内の
コミュニティセンター等で展示しました。また、同８月２７日にみ
たか社協の取り組みを、市民の皆さまへ報告をするとともに、石巻
市社協の常務理事をお呼びして、石巻市の被災状況についてお話い
ただきました。

東日本大震災で被災した低所得者世帯の方に、当面の生活等に必要な資金の貸付けをしています。

■貸付の内容
①一時生活支援費：当面６カ月以内の生活費（月
額１５万円以内の必要額、複数世帯は２０万円ま
で）
②生活再建費：転居費用、家具什器、車両購入費
用等の必要額（８０万円以内）

■貸付条件
貸付利子：連帯保証人のいる場合は無利子。いな
い場合は年１．５％
返済期間：２年以内の据置後、最長２０年で返済
※その他貸付要件、必要書類等ありますので、ご
相談ください

みたか社協では、震災後すぐに義援金の受付を
開始しました。また、昨年３月２４日に三鷹駅南
口にて街頭募金を行うとともに、同１０月２日の
福祉バザーでは来場者と参加団体から義援金をお
預かりしました。
皆さまからお預かりした義援金は、日本赤十字
社を通じて、被災された皆さまへ届けています。
三鷹市内で受付けた義援金は、２月末時点で総額
5,888 万 1,990 円となりました。

■募金箱設置場所
市役所１階ロビー受付
福祉会館１階受付
■義援金受付窓口
地域福祉係（福祉会館２階）

被災地へ職員を派遣しました 救援物資を被災地へ

写真展＆報告会の開催

生活復興支援資金貸付のご案内

義援金は３月３１日まで受付

地域福祉係　℡0422－46－1108問

生活支援係　℡0422－46－1108問

派遣先 派遣期間
いわき市社協 ４月１０日～１６日

相馬市社協 ４月３０日～５月５日

福島県社協 ５月８日～１３日

相馬市社協 ６月２１日～２６日

相馬市社協 ７月１５日～２０日

石巻市社協常務理事の講演の様子

■物資の受付期間	 ■物資の受付場所
平成２３年３月２６日から４月３日	 三鷹市暫定管理地（三鷹市役所隣）
■物資の内容	
食料品（水、レトルト食品）、医薬品、子ども用オムツ、ランドセルなど

	■受付・仕分けボランティア
三鷹市赤十字奉仕団、三鷹市ボランティア連絡協議会の方など延べ
４３４人
■救援物資の運搬
三鷹ＪＣの協力により３回に分けて被災地へ届けました。みたか社
協も４月８日に職員４名で石巻市へ物資を届けるとともに、石巻市
社協を訪ね災害ボランティアセンター運営に関する情報交換等を行
いました。
■救援物資の届け先
１回目（４月２日）宮城県塩竈市、石巻市
		 福島県南相馬市、いわき市、二本松市
２回目（４月８日）宮城県石巻市　福島県相馬市
３回目（５月６日）宮城県利府町

職員が物資を降ろしている様子

集まった物資

石巻生花市場へ降ろした物資

2Ｐへ続く
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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

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 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

被災地での復興支援は長期にわたります。東日本大震災においても、当初
は避難所運営や、漂流物、個人宅の片付けなどが中心でしたが、被災者の多
くが避難所から仮設住宅などへ移り、被災者のニーズも変化しています。災
害ボランティアセンターの役割も変化し、長期的・継続的な生活支援へ重点
を置いた「生活支援センター」や「復興支援センター」へ移行しています。
各ボランティアセンターによって受入の条件や活動内容が異なりますので、

必ず現地の最新情報を確認してから活動をしていただくようお願いします。
○東京ボランティア・市民活動センター　

http://www.tvac.or.jp/di/20960
○全国社会福祉協議会「東日本大震災」被災地支援活動

http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html

被災地でボランティア活動をする方は、活動中の怪我や事故、余震や津波に
よる被害のおそれがあるため、ボランティア保険の「天災プラン」への加入を
お願いしています。加入の際は、加入される方のお名前・ご住所・電話番号が必
要です（印鑑不要）。
平成２３年度中に加入した方も、３月３１日で保険期間が終了しますので、
新たに加入する必要があります。

■１名あたりの年間保険料　

　　　　600円～（天災プラン）
加入手続き・お問い合わせ

被災地でのボランティア活動

ボランティア保険の加入手続きを

地域の絆を求めて
みたか社協では、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らしていけるよう、地域の中で様々な事業を実施しています。

「安心して楽しく子育てができるよう」に地域の中で活動する「子育てグループ」を応援
しています。グループを作りたい、活動したいと思っている方はお気軽にご相談ください。
みたか社協がサポートしていた井口地区で、2月に「igumo（井口マザーの会）」ができました。

「助産師と一緒に赤ちゃんと遊びましょう」
毎月第１、３月曜日に、福祉会館（市役所敷地内）１階大広間で、三鷹市助産師会と共催で

開催しています。赤ちゃんと一緒に手遊びや歌を楽しめます。
  対　象　１ヶ月～１歳２・３ヶ月の親子　　　参加費　無料

高齢者、障がい者、子育て中の方などが地域で安心して
くらしていけるよう、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。
ほのぼのネット活動は、民生
児童委員や赤十字奉仕団、ボラ
ンティアの方などが「ほのぼの
ネット員」になって行うボラン
ティア活動です。

おもな活動は
高齢者の方や子育て中の方などを対象に・・・
・お茶会、お食事会、外出行事
・防犯、防災、健康等に関する講演・講習
・見守り活動、相談活動、お話し相手など

子育て支援「ほのぼのネット活動」

地域福祉係　℡0422－46－1108問 地域福祉係　℡0422－46－1108問

東日本大震災では、被災した地域に「災害ボランティアセンター」が開設
され、多くのボランティアが活動しました。
みたか社協も、平成１８年７月の三鷹市との協定に基づき、災害発生時に
は災害ボランティアセンターを開設します。

■災害ボランティアセンターとは？
大規模な災害が起こった時に、全国から駆けつけたボランティアを、被災者
支援へつなげるコーディネートを行います
■いつ設置されるの？
市内で震度６弱以上の地震などが起きたとき	
■どこに設置されるの？
三鷹市福祉会館（市役所の敷地内）に設置します。福祉会館が被災した場合
は市と協議して別の場所に設置します
■誰がつくるの？
三鷹市（災害対策本部）の要請を受け、みたか社協が開設します
■何をするの？
・災害ボランティアの受入れと活動の依頼を行います
・避難所の運営等を支援
・災害時要援護者等への支援
・災害応急・復興支援
■平常時には何をするの？
・災害時に備え、センター機能を整備します
・地域住民、ボランティア団体、防災関係機関等と連携をはかり、災害時に		
		おける協力体制づくりを行います

災害ボランティアセンター

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

igumo（iguchi motherの会）
  場　所　井口西地区公会堂
  日　時　３月２日（金）、１６日（金）
内容や詳細は本会ＨＰをご覧ください
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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 ）

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

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

に遊びを通して生活するところです。

学童保育所と地域との交流

【問い合せ】　総務係  
 TEL 0422-46-1108

北野小学童保育所は、アーチ型の屋
根が特徴の２階建の建物で、北野小校
庭の南側にあります。

校庭には広々とした芝生があり学童
児は裸足で走り回ったり、寝転がったり
して感触を楽しんでいます。その大きな
芝生でサッカーができるのは、子どもた

ちの喜びとなっています。また芝生の周りで
は一輪車、竹馬、ごっこ遊びなどで、友だち
との大切な時間を過ごしています。

保育員が玄関先の砂掃きをしていると「私
もやりたい」と近づいてきて手伝ってくれま
す。この砂掃きも遊びの一つ。一人だったの
が二人、三人になり、玄関からだいぶ離れた
ところまできれいにしてくれました。

日々の遊びでは好きになるとしばらくの
間はその遊びが続きます。ラキュー（ブロッ
ク）のペンギン作りに夢中になった子どもの
作品です。色を変えて10体くらい毎日こつ
こつと作っていました。遊びを通していろい
ろ学んでゆく子どもたち。健やかな成長を願
い日々サポートしていきたいと思います。

食べることが大好きな子どもたちは、毎日のおやつが楽しみ。お
やつの時間は仲の良い友だちや班のメンバーと一緒に、ゆったりと
おしゃべりをしながら食べています。普段は一緒に過ごすことが少
ない友だちとの交流の場でもあります。

学童保育所のおやつは主に生協の共同購入を利用しているのです
が、地域のお店から購入することもあります。近隣の農家から新鮮
なキュウリを買って味噌を付けて食べたり、福祉施設の手作りクッ
キーやカップケーキをお願いしたり、お肉屋さんにできたてコロッ
ケを配達してもらったりと沢山の『おいしい』を届けていただい
ています。子どもたちにも「おかわりはある？」「もっと食べた
い！」と好評です。

おやつからも広がる地域の輪。今後も三鷹市内の『おいしい』を
いろいろ探して子どもたちに味わってほしいと思います。

子どもたちとの会話は楽しいものです。子どもと大笑いしたり、おませ
な会話にびっくりしたり･･･

そんな保育の中の会話を紹介します。

恋しちゃったのよ！
ある日女の子がルンルン笑顔で「結婚する人が決まった！」と報告して

くれました。「えっ！もう決まったの？」と保育員。「うん。むこうも好
きなんだって！」　その日以来「今日はさよなら言えなかった」としょん
ぼりしたり、「おしゃべりしちゃった！」と喜んだり、低学年といえども
『心』は乙女なのでした。

笑いのツボに入りました！
瞼（まぶた）を虫に刺され眼帯をしていた保育員に「どうしたの？」と

男の子。「瞼を虫にくわれたの。」と返事をすると「えっ！虫くっちゃっ
たの？」と大笑い。

『いやいや私、虫は食べてないけど・・・』　
その日以来眼帯が取れるまで保育員の顔を見ては「虫、くっちゃった

の？」と喜んでいました。他の子どもたちは、腫れてお岩さんのように
なった瞼に興味があったのに、「くわれた」の一言が笑いのツボに入った
男の子。楽しそうにゲラゲラと笑う姿に瞼の腫れに悩まされていた保育員
も心が晴れるのでした。

ある日の会話

おやつ大好き！

～おやつ～北野小学童保育所Ａ ・ Ｂ編

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。

【一般寄附】
三鷹市ゴルフ連盟 ……………50,000円

【福祉基金】
三鷹不動尊井口院 ………… 800,000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。

　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。
※確定申告に際して本会発行の領収書が必要
となります。

【平成23年11月1日～平成24年1月31日】（順不同・敬称略）

おいしかったよ！

ありがとう

こどもってかわいいな！たのしいな！

子どもたちによる砂掃き

ラキューのペンギンたち
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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。

音声コードでバリアフリー化 ③

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

（杏林大学病院前）
日替わり自然定食　 ７５０円
お弁当配達もいたします！　７００円
（ご注文は二つ以上、当日10時まで）
ＴＥＬ　０４２２－４３－４６００

自然食レストラン 和室の予約承ります！

定休日：土・日・祝

ワークショップハーモニー
＊焼きたてパン  
＊国産大豆のお豆富
＊本格ハム・ソーセージ
＊手作りのお惣菜

★４月３日オープン予定！ 市役所に近い三鷹通り沿いに
新しいピザレストラン＆ショップが開店します。
どうぞお楽しみに！　　調布市深大寺東町７－４７－７

三鷹市大沢1-1-43
TEL 0422-26-8621
FAX0422-30-2021
社会福祉法人 にじの会

ハーモニーガーデン Harmony Garden （1F）

ご家族の後見人等として活動している中で、
一人では判断に迷うことはありませんか？
日頃皆さんが感じている不安や悩みを、
同じ活動をしている皆さんで分かち合いましょう！

お近くのクラブを紹介します
地域福祉係　TEL 0422－46－1108

権利擁護センターみたか　℡0422ー46ー1203問

＠みたかボランティアセンター（上連雀）
その１：配達ボランティア急募
　【内容】機関紙「ミニミニ広場」の配達
　【日時】毎月２０日頃～月末の都合のよい時間
　【場所】①中原３・４丁目辺り、新川１～５丁目辺りで９０部ほど
 ②上連雀６丁目辺りで４０部ほど
その２：市内の老人施設や地域の茶話会でイベントを盛り上げてくださる
方を随時募集しています。個人、グループなど形態は問いません。
　【内容】①習い事の指導やお手伝い：絵手紙／お茶／ちぎり絵／折り紙 
 ②楽器演奏　③マジック（手品）　④麻雀／将棋の相手

＠デイサービスセンターゆや（井口）
　【内容】①ちぎり絵、手工芸のお手伝い　②楽器演奏
 ③環境場の整理、片付け　④お茶、食事の配膳・下膳
　【日時】①、②午後１時３０分～３時３０分
 ③午後２時３０分～３時３０分
 ④午前１１時～午後２時（お昼付）
 ※①～④とも月～金曜日のご都合の良い曜日

高齢者関係

ボランティア募集ボランティア募集ボランティア募集

3月10日（土）　午前10時～12時
三鷹市福祉会館 ２階会議室

老人クラブに入りませんか

		対　象　成年後見人、保佐人、補助人として活動されている方等
		定　員　１０名（定員になり次第締切）　　参加費　無料
		申　込　参加希望者は下記へ電話でお申し込みください

ご家族の成年後見人、保佐人、補助人として
活動されている皆さん

『親族のための成年後見人等のつどい』を開催します

小中学生ボランティア体験学習

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Bocciaの体験とカレーづくりを楽
しみましょう。

みたか街かど自立センターの皆さんと一緒に

Boccia（ボッチャ）の体験とカレーづくり
3月30日（金）午前９時30分～午後４時３０分
三鷹市福祉会館（市役所敷地内）

Bocciaって何？　６球ずつある青、赤の玉を交互にジャックボール（目標球）
の白いボール目がけて投げたり、転がしたりして得点を競うものです。パラ
リンピックの種目の１つでもあります。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

3月10日（土）　午後1時～3時30分
三鷹市福祉会館 ３階講習室
『簡単にできる食事づくり』

男性介護者の方を対象に、介護に関する
情報交換や交流を行う『男性介護者交流会』を開催しています。
今回のテーマは簡単な食事づくりです。皆さんの参加をお待ちしています。

		対　象　新小学校５年生～中学生　　　参加費　５００円
		定　員　２５名　※定員を超えた場合抽選
		申　込　３月１６日（金）までに下記へ電話でお申込ください

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

在宅サービス係　℡0422－42－0404問

ご家庭で介護をされている皆さん

『男性介護者交流会』を開催します

傾聴ボランティアは、お話しを聴いてさしあげるボランティアです。高齢者、
障がい者、家族を介護する方のお話しを聴くことで、生きる元気や活力、勇気
を持ってもらえるように支援し、孤独感や不安感の軽減・リフレッシュをはか
ります。

傾聴ボランティアの派遣を希望される方は、下記までお問い合わせください。

傾聴ボランティアの利用者募集
あなたのお話しをお聴きします

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

		対　象　市内在住の男性介護者、男性介護経験者
		定　員　２０名　　　参加費　４００円（材料費として）
		申　込　参加希望者は下記へ電話でお申し込みください。尚、申込多数の場合は抽選とします。

第29回全国都市緑化フェアTOKYO　9/29（土）～ 10/28（日）
活動会場：井の頭恩賜公園、上野恩賜公園、日比谷公園、浜離宮恩賜庭園
内　　容：案内サービス、環境美化、植物維持管理
募集人数：１１００人程度
対　　象：①１５歳以上の健康な元気な方　②フェア会期中３日以上参加
 可能な方　③事前説明会及び研修会に参加可能な方
申　　込：平成２４年５月３１日（木）まで
問　　合：第29回全国都市緑化フェアTOKYO会場運営ボランティアセンター
 ℡03－3715－1680　　http://greeneryfair-tokyo.jp/


