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私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
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!!!今年の社協は重点

男で語り合う

ご近所の力 災害に備える

皆さんの力

親と子

ファイブ 平成２４年度にみたか
社協が取り組む５つの事
業を紹介します。各事業
は今後の号で詳しく特集
していきます。

男性の介護者を支援するため、「男性介護者交流会」を開催しています。
日頃、なかなか集まる機会のない男性介護者どうしが集まって、自身の
介護体験について語り合ったり、簡単に作れるレシピを学ぶ料理教室な
どを実施しています。交流会の後は、参加者でお酒を飲みながらのちょっ
とした懇談会をひらいたりと、男性ならではの交流をしています。
平成２４年度も、「男性介護者交流会」に力を入れていきます。
また、介護を終えた方などと協力して、
介護者の地域での居場所づくりにも取り
組んでいきます。（９月号で特集）

ほのぼのネット活動は、住み慣れた地域で高齢者も障がい
者も子育て中の親子も、皆さんが一緒に支え合って暮らして
いける地域をつくるボランティア活動です。市内の２８地
区で地区公会堂などに高齢者の方をお呼びしてのお茶会や
子育てサロンを開催しています。地域で孤立することなく、
何かあった時にはご近所どうしで声を掛け、お互い助け合えるまちづ

くりを目指しています。
平成２４年度は、ほのぼのネット班の活動
を通して、「地域の見守り」と「地域のつな
がり」づくりを更に進めていきます。（７月
号で特集）

三鷹市内で震度６弱以上の地震が起きた際は「三鷹市災害ボランティ
アセンター」を福祉会館（市役所敷地内）に設置し、ボランティアと
被災者のコーディネートなどを行います。
平成２４年度は、災害ボランティアセンターの「立上げ訓練」を行
うとともに、自主防災組織等との
連携を進め、災害発生に備えます。
（９月号で特集）

ボランティア活動、高齢者の生きがいづくり、子育て家庭のサポートなど、会員の皆さまからいた
だく会費は大切に使われています（平成23年度は6,469,500円）。
これらの活動を推進するために、市民の皆さま、関係団体、ＮＰＯ、企業などに積極的に呼びかけ
て会員会費の増強に取り組みます。「みたかの福祉・ボランティア活動を応援したい！」という方は
ぜひみたか社協の会員になってください。　（７月号で特集）

子育て中の方からの「育児を相談したり、おしゃべりをする友だち
がほしい」という声に応えるため、主に０～２才の子どもと親が集ま
れる「子育てサロン」を開催しています。また、地域で子育てサロン
や子育てサークルを作りたい方のお手伝いもしています。
平成２４年度は、子育てサロ
ンに関わるボランティアの養成
講座を開催し、地域の中で親子
が集える場を増やします。　　
（１月号で特集）

在宅サービス係　
℡0422－79－3505

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

地域福祉係　
℡0422－46－1108

問

～子育て家庭を応援～
～男性介護者の交流～

～ほのぼのネット活動～
～災害ボランティアセンター～

～あなたも社協会員に～

地域福祉係　℡0422－46－1108問

個人会員‥‥ 500円

法人会員‥ 5,000円

団体会員‥‥3,000円

特別賛助会員‥‥10,000円以上

みたか社協　会費（年額 1口）

平成24年度

古紙配合率70％再生紙を使用しています
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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

平成24年度の予算をお知らせします
　平成２４年度の予算は３月２８日の理事会、評議員会で承認されました。各会計の予算と分
野ごとに実施する主な事業を紹介します。

子育て支援のための事業に
・子育て応援事業（子育てサロンの開催など）	 ７１万円

・学童保育所の運営	 ３億９，５８８万２千円

・ひとり親家庭のレクリエーション旅行	 ６９万１千円

・児童福祉団体への助成	 ２０万５千円

障がい者のための事業に
・身体障がい者のレクリエーション旅行	 ８４万２千円

・障がい者ヘルパーの派遣	 １，２０４万円

・ガイドヘルパーの派遣	 ２２９万５千円

・視覚障がい者の読み書き支援	 ２１万６千円

・障がい者福祉団体への助成	 ８０万円

高齢者のための事業に
・介護者の交流	 ２９９万５千円

・介護予防講座の開催	 ４３万２千円

・歩く運動奨励事業	 １０万円

・権利擁護センターの運営	 ２７８７万６千円

・車イスの貸出し	 ４６万５千円ボランティアに関する事業に
・ほのぼのネット事業	 ５０１万４千円

・災害ボランティアセンター	 １０万５千円

・ボランティアセンターの運営	 ７６２万２千円

・ボランティアの派遣	 ６万５千円

・傾聴ボランティア	 ３７０万９千円

・電話訪問事業	 ４１万円

低所得者 ･罹災者のための事業に
・生活福祉資金の貸付	 ７６１万２千円

・住宅手当緊急特別措置事業	 ４００万円

・罹災者への支援	 ８万２千円

自主財源等 補助・委託料 収入（経常活動による） 支出（経常活動による）

一般会計合計 68,255,000 547,177,000 615,432,000 633,434,000

法人運営事業 24,755,000 130,018,000 154,773,000 175,612,000

地域福祉事業 11,714,000 3,493,000 15,207,000 15,207,000

在宅福祉事業 53,000 432,000 485,000 485,000

ボランティア事業 10,885,000 280,000 11,165,000 11,165,000

放課後児童健全育成事業 0 395,882,000 395,882,000 393,109,000

助成事業 6,297,000 960,000 7,257,000 7,256,000

生活福祉資金貸付事業 0 7,612,000 7,612,000 7,549,000

障がい者自立支援事業 14,551,000 0 14,551,000 14,551,000

低所得者・離職者対策事業 0 8,500,000 8,500,000 8,500,000

公益事業特別会計 57,137,000 69,529,000 126,666,000 126,463,000

居宅介護支援事業 56,460,000 36,000 56,496,000 56,496,000

介護支援事業 1,000 13,130,000 13,131,000 13,131,000

公益事業 676,000 56,363,000 57,039,000 56,836,000

貸付事業特別会計 8,865,000 0 8,865,000 22,000,000

歳末たすけあい特別会計 6,401,000 0 6,401,000 6,401,000

■平成２４年度予算のあらまし� 単位 /円

平成２４年度みたか社協は
７６の事業に取り組みます。
事業の実施にあたっては、市
民の皆さまからいただいた会
費や寄附などを大切に使わせ
ていただいております。

生活福祉資金貸付制度 車両のご寄贈をいただきました
　みたか社協では、所得の少ない世帯や高齢者・障がい者のいる世帯、離職し求職活動を
行っている世帯などに対して、生活の安定を図ることを目的に民生委員の方々の協力を得
て生活福祉資金の貸付を行っています。

　井の頭在住の淺野晴夫様より、先日他界されたお母様
（故淺野富様）の香典返しの代わりとして社会福祉協議
会に車両をご寄贈いただきました。
　生前、お母様がほのぼのネット員としてご活躍されて
いたことから、その遺志を汲み、福祉活動に役立てても
らいたいとお申し出いただきました。
　車両は、お母様のお名前から“とみちゃん号”と名づ
けられました。地域福祉推進のため大切に活用させてい
ただきます。ありがとうございました。

淺野晴夫様、祐子様ご夫妻（左のお二人）

総務係　℡0422－46－1108問

生活支援係　℡0422－46－1108問

資金種類 資金の内容 貸付限度額

福祉資金
福祉費（主なもの）

住居の移転費、給排水設備費等 50万円

障がい者自動車購入費 250万円

負傷または疾病の療養費等 170万円

緊急小口資金 一時的な小口資金（対象理由あり） 10万円

教育支援資金
教育支援費

学校教育法に規定する高校、高等専門
学校、短期大学、大学、専修学校の授
業料などに必要な経費

高校　3.5 万円 /月
高専・短大　6万円 /月
大学　6.5 万円 /月

就学支度費 上記学校の入学金 50万円

総合支援資金

生活支援費 生活再建までの生活費（1年以内） 単身世帯　15万円 /月
複数世帯　20万円 /月

一時生活再建費 生活再建のための一時的な費用 60万円

住宅入居費 賃貸借契約時の敷金・礼金等 40万円

不動産担保型
生活資金

高齢者世帯向け 不動産を担保とした生活費の貸付 土地評価額の 70％

要保護世帯向け 不動産を担保とした生活費の貸付 土地・建物評価額の 70％

総務係　℡0422－46－1108問
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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

三鷹店
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 9-3-15

・住宅改修、各種介護用品、福祉用具レンタルの取り扱い
　を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　（日曜日、祝日、年末年始を除く）

TEL：0422-42-6811 FAX：0422-41-2722

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～

大沢台小学童保育所は、大
沢天神児童遊園の敷地内にあ
り、玄関の前の大きな木を囲
むように建てられているのが
特徴です。この木はかつてこ
こにあった大沢天神の名残り
で、公園内に三本あるご神木
のうちの一本です。

室内は、天井が木造船の舟底をイ
メージして作られており、見上げる
といくつも渡された梁が面白い作り
をしています。
学校からは少し離れたところにあ

りますが、三本のご神木に見守ら
れ、子どもたちは今日も元気いっぱ
いに通っています。

市内でも珍しい『公園内にある学童保育所』という特徴を
活かし、毎年秋には、父母会と共催で『がくどうまつり』を
行っています。学童児だけではなく、近所にお住まいの方々
や小学校の先生方、卒所した子どもたちも招待し、多くの人
で賑わっています。
昨年から、近所にある児童養護施設『朝陽学園』のお子さ

んたちも招待しました。こうした機会に多くの人に学童保育
所を身近に感じ
てもらえたらと
思っています。
これからも地

域の子どもたち
とともに過ごせ
る場所でありた
いと思います。

かつて起こったおもしろ♪エピソードをひとつご紹介しま
す…『ある日、数人の男の子たちがなかなか登所して来ませ
んでした。保育員が心配して外を見ていると、学校の方から
広げたTシャツの端をそれぞれ掴んで、子どもたちが砂を運
んで来たのです。一人は上半身はだか！?でした。理由を聞く
と、「帰り道でどろだんご作りにぴったりの“しろすな”を見
つけ、どうしても使いたかったからＴシャツに乗せて来た」
とのこと。』…寄り道をして帰ってきたのですから、保育員

は厳しく注意をしつつも、男の子たちの素直な気持ちが微笑
ましい出来事でした♪
大沢台小学童のおたよりのタイトルは、この頃から『どろん

子』といいます。遊びに夢中な子どもたちにぴったりな素敵
なタイトルだと思います。
大沢台小学童は、今も生き生

きとした子どもたちの楽しいエ
ピソードでいっぱいです！！

☆大人の想像を超える面白い出来事☆

大沢台小学童保育所編

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】
境交通株式会社…………………………………… 100,000円
㈱あさの…………………………………………………70,503円
ICU…Wind-Brass…Ensemble…………………………52,471円
元三鷹市職員互助会ボウリング部一同……………50,703円
カトリック調布教会…………………………………50,000円
中島　昭彦……………………………………………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。

　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24年2月1日〜平成24年4月30日】（順不同・敬称略）

お食事コーナー♪

公園内にある

学童保育所

　　総務係……
…TEL…0422-46-1108
問
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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

（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

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!

＠みたかボランティアセンター（上連雀）
　【内容】機関紙「ボランティア…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深大寺２丁目辺り、野崎２・３丁目辺り、井口2丁目辺りで…………
… 　８０部ほど
… ②上連雀8丁目、下連雀8・9丁目辺りで５５部ほど
… ③新川２～６丁目、北野３～４丁目辺りで９０部ほど

＠鷹の子の部屋　学習サポーター募集
　【内容】①学習やゲームを通して子どもの心を支える　
… ②共に地域の子どもを見守る　③弊団体の運営や企画
　【日時】毎月第２・４土曜日　午後１時３０分～４時
　【場所】東社会教育会館（東児童館２階）
＠三鷹市立第六小ふじみ学級（下連雀）
　【内容】支援学級の保護者会での保育（見守り・一緒に遊ぶ）
　【日時】活動日は不定期（保護者会のある日）
次回７月５日（木）午後２時３５分～４時３０分（５時頃まで延長の場合有）

＠特別養護老人ホーム　ケアコート武蔵野（武蔵野市境南町）
　【内容】絵手紙を教えていただける方…
　【日時】月２回　１時間程度（日程や時間帯は要応相談）
＠医療法人社団永寿会三鷹中央病院（上連雀）
　【内容】入院患者様のご家族や関係者の方が来訪された際のご案内
　【日時】平日　午後１時～（曜日や時間は応相談）

児童関係

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 小中学生ボランティア体験学習の報告
３月３０日に市内在住の小中学生が「みたか街かど自立センター」の

メンバーと一緒にパラリンピック種目の「Boccia（ボッチャ）」の体験
とカレーづくりで交流をしました。
普段はなかなか交流する機会がない障がいを持った方たちとの交流を

とおして、子どもたちも一回り成長できたようです。

みんなの感想
★「ボッチャ」では、障がい者の人たちと組になり、気持ちを一つにし
て戦うことができたので、良かったです。
★活動に参加するのは初めてで、とても緊張していました。　でも、障
がい者のみなさんが、優しく接してくれたので、とても楽しむことが
できました。
★いろいろとやっていくうちに、障がいなんて関係ないんだと思いまし
た。

（感想文の一部を抜粋しました）

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

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

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

介護のお手伝いをします。是非ご相談ください。

　みたか社協では、介護保険のケアプラン作成を行って
います。ケアプラン作成やケアマネジャーに関するご相
談は、是非みたか社協までお問い合わせください。

三鷹市社会福祉協議会居宅介護支援事業所
0422－79－3505

在宅サービス係　℡0422－42－0404問

傾聴ボランティアは、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をはかるボランティア活動
です。
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

ほのぼのネット員としてほのぼのネット活動に協力して下さる方を募集
しています。地域の高齢者をお呼びして、お茶会や外出行事、地域の見守
り活動など、興味のある方は下記までご連絡ください。

ほのぼのネット員を募集

地域福祉係　℡0422－46－1108問

牟礼東班　：　牟礼１、２丁目にお住まいの方
地域福祉係　℡0422－46－1108問

地域福祉ファシリテーター養成講座
～福祉のまちづくりを協働して推進する人になろう～
地域の福祉課題を学び、「自分にできること」を見つける実践講座です。

ルーテル学院大学の先生が地域福祉やボランティアのことをわかりやす
く解説してくれます。
…開催日… ７月５日（木）～１月１０日（木）【全７回＋グループ学習】
…時　間… 午後１時１０分～４時２０分
…会　場… ルーテル学院大学（三鷹市大沢3-10-20）
…受講料… 無料
 対　象… 三鷹市在住・在勤のボランティア活動、市民活動等をして

　　　　　…いる方、…これから始めたい方
…定　員… １５名（定員を超えた場合は抽選）
…… ※全日参加いただける方
…申込み… ６月１５日（金）までに下記へ電話でお申し込みください

生活支援係　℡0422－46－1203問

市民ふくし講座　～老い支度編～
内　容　『遺言と任意後見制度を学ぼう』
開催日　６月３０日（土）　午後１時３０分～３時３０分
会　場　三鷹駅前コミュニティ・センター　地下１階大会議室
定　員　８０名（予約優先）　　参加費　無料


