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　「みたか社協2015 地域福祉活動計画Ⅴ（以下、活動計画）」が平成27年３月に策定され、４月から活動計画に基づき各事業を推進し
ています。活動計画では福祉ニーズから掘り起こされた３つの重点活動を達成するために12の実践目標を設定していますが、今回はその
中でも重点的に取り組む４つの実践目標をご紹介します。活動計画の詳細は、みたか社協ホームページをご覧ください。

―第5次地域福祉活動計画が完成―
みなさんと一緒に「安心して暮らせるまちづくり」を目指します！

地域を支える支援
～つくる・つながる・あつまる～

社協のパワーアップ
～結ぶ・広める・伝える～

地域で暮らせる支援
～むきあう・よりそう・支える～

計画を効果的・効率的に推進するため
の体制づくりを目指します。

組織体制の強化

認知症の方や介護が必要な方、介護者
の方が地域で安心して暮らしていけるよ
う支援します。

認知症の方への支援
・介護者支援

災害が起きた時に備えて、要支援者の
把握や様々な団体との災害ネットワーク
づくりなど、災害時の支援体制を強化し
ます。

災害ネットワーク
・災害時対応

地域の中で様々な課題を抱えている方
を支援するため地区担当職員を配置し、
住民同士の支え合い・助け合いの活動を
推進します。

ネットワーク
・コーディネート

市川一宏策定委員長（右：ルーテル学院大学学事
顧問）よりみたか社協吉野 夫会長へ計画が答申
されました

3つの重点活動

実践目標（最重点）

●災害支援ネットワークを構築し、関係
団体との連携を強化します。

　●災害時避難行動要支援者名簿を
活用して平常時の見守り体制を
整備します。

●地区担当職員をコミュニティ住区ご
とに配置します。

　●地域の中にある個別的な課題
の解決を図ります。

●多様なニーズに対応するため、職員
のスキルアップに取り組みます。

　●三鷹市と一体的に事業に取り組
むためパートナーシップを強化し
ます。

●介護者談話室サポーターの協力を得
ながら、地域に介護者が定期的に集
えるサロンを開設します。

　　●認知症の方やその家族が
交流できる場を作ります。

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
※広告主及び広告内容については、三鷹市社会福祉協議会が

推奨するものではありません。広告に関する質問等は、
直接広告主にお問い合わせください。
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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 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）
※広告主及び広告内容については、三鷹市社会福祉協議会が推奨するものではありません。

広告に関する質問等は、直接広告主にお問い合わせください。

ボランティアセンター移転のお知らせ

平成27年度の予算をお知らせします
　平成 27 年度の予算は、３月の理事会、評議員会で承認されました。社協の主な
事業と予算を紹介します。

　市役所第二庁舎建て替え工事に伴い（工事期間：平成27年４月～同28年10月頃）、みたかボランティアセンターは下記へ移
転しました。大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後ともよろしくお願いいたします。詳しくはみたかボランティアセンター
ホームページhttp://www.mitakavc.net/をご覧ください。

移転先 三鷹市福祉会館２階　〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1

問合わせ
電　話：０４２２－７６－１２７１（変更なし）
メール：info@mitakavc.net（〃）
FAX：０４２２－７１－２０５３（変更）

開館日
月曜日～金曜日　午前９時～午後５時（祝日はのぞく）
※ボランティア保険、行事保険は土日も受け付けます（福祉会館１階。

祝日はのぞく）。

業務内容

・ボランティアに関する相談、派遣、情報提供等
・ボランティア保険、行事保険申込受付（土日も受け付けます）
・ボランティア養成講座等の開催・ボランティア啓発イベントの開催
・ボランティア活動に必要な備品の貸出など

子育て支援の事業に
・学童保育所の運営	 ４億２,９７７万円
・子育て応援事業（子育てサロンの開催など）	 ６5万円
・ひとり親家庭のレクリエーション旅行	 ７０万６千円
・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
・身体障がい者レクリエーション旅行	 ８５万２千円
・障がい者ヘルパーの派遣	 ８７９万７千円
・ガイドヘルパーの派遣	 ２３４万６千円
・視覚障がい者の読み書き支援	 ２６万円

高齢者のための事業に
・介護者の交流・支援	 ３１１万円
・介護予防講座の開催	 ８５万７千円
・歩く運動奨励事業	 ６万８千円
・権利擁護センターの運営	 ３０９１万８千円
・老人福祉センターの管理運営	 ９８４万６千円

ボランティアに関する事業に
・ボランティアセンターの運営	 ８３２万８千円
・ほのぼのネット事業	 ５１２万９千円
・電話訪問事業	 ３８万５千円
・災害ボランティアセンター	 １０万円

低所得者･罹災者のための事業に
・生活福祉資金の貸付	 ７８７万２千円
・罹災者への支援	 １７万９千円

事業実施にあたっては、皆様からいただいた会費や

寄付金などを大事に使わせていただいております。

①会費・寄付等自主財源 ②補助・委託料等 合計（① +②）
社会福祉事業区分 87,649,000 677,170,000 764,819,000
　地域福祉推進拠点区分 26,147,000 247,240,000 273,387,000
　放課後児童健全育成事業拠点区分 539,000 429,231,000 429,770,000
　介護保険事業拠点区分 58,242,000 260,000 58,502,000
　貸付事業拠点区分 2,720,000 0 2,720,000
　歳末たすけあい事業拠点区分 1,000 439,000 440,000
公益事業区分 1,000 14,178,000 14,179,000
収益事業区分 401,000 0 401,000

■平成 27 年度　予算のあらまし（資金収支計算書の事業活動による）

　住民の方々が住みなれ
た地域で、安心して暮らし
続けられるように…今は

人としての権利を護るためのサポ
ートと受験生チャレンジ貸付を担
当しています。みたか社協一筋37
年！多くの方々と知り合えたこと
は財産です。早いもので、現役で過
ごす四季も今年度で最後となりま
した。	

【生活支援係長　石野】

職員紹介

総務係　℡0422－46－1108問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

桂建設株式会社 
http://www.katsura-group.com 
東京都三鷹市牟礼 1-5-15 
Tel:0422-45-5730(代) Fax:0422-45-5923(代) 
新築から小さなﾘﾌｫｰﾑ、住み替え等々、何でもご相談下さい。 
 

三鷹市下連雀 4 丁目 5-19 0422-26-8770

グループリビング

みたかの家みたかの家

NPO 法人ヒューマンループ ・人の輪
teppei@beige.plala.or.jp

見学 ・お問い合わせ

自立と支えあい

第一中学校
図書館

郵便局

第三庁舎

第二庁舎

福祉会館体育館

市役所
（本庁舎）

公会堂

さんさん
館

教育
センター
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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

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
※広告主及び広告内容については、三鷹市社会福祉協議会が推奨するものではありません。広告に関する質問等は、直接広告主にお問い合わせください。

information
イベント

日時・期間日
内容内 申し込み申 締切〆 問い合わせ問

場所・会場所 対象対 定員定費用￥凡例：

案 内
講 座 福祉

の情報をお届けします

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

（順不同、敬称略）

　ご寄付いただいた方のう
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、ご寄付いただいた方全員
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。

　年度を通して10万円以
上のご寄付をいただい
た方には感謝状を、10
万円以上相当の物品の
ご寄付をいただいた方
には礼状を贈呈してお
ります。皆さまからのご
厚志に心より感謝申し
上げます。

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。）

【平成26年12月1日～平成27年3月31日】
●一般寄付
匿名……………………………………… 50,000円
匿名……………………………………… 50,000円
宗教法人	三鷹不動尊	井口院	……… 800,000円
三鷹市ゴルフ連盟…………………… 100,000円
田島　穆……………………………… 500,000円
三鷹市ボランティア連絡協議会……… 79,528円
●ボランティア基金
渡辺　英祐	 …………………………… 55,300円

【平成26年度感謝状贈呈者】
志賀興業株式会社	代表取締役　伊藤　惣一	…200,000円
宗教法人	三鷹不動尊	井口院	代表役員　青鹿　秀靖	…800,000円
三鷹市ゴルフ連盟…………………………100,000円
田島　穆……………………………………500,000円
丸山　幸子	 ………………………………500,000円
故）丸山　徳雄	……………………………500,000円
【平成26年度礼状贈呈者】
禅林寺龍華会基金
他、匿名3件

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。みたか社協へのご寄付

介護者談話室定例開催案内
　家族の介護をしている皆さんと一緒に、日ごろの介護について情報交換
や介護者同士の交流をしています。お茶を飲みながら、
ちょっと息抜きしませんか？
日 毎月第４火曜日の午後１時～３時
所 三鷹市福祉会館２階会議室
￥ 無料
申 不要。直接会場へお越しください。

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

介護者のつどい（１泊旅行）案内
日 11月17日（火）～18日（水）
￥ 5,000円（※旅行中にショートステイ等を

利用した場合、２万円を上限に利用料の補
助をしています。）

対 現在、在宅等で高齢のご家族を介護して
いる三鷹市民の方。

内 行先等詳細は本会ホームページ、10月４
日発行の広報みたかをご覧ください。

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

受験生チャレンジ支援貸付事業募集
　受験生の塾代（家庭教師は除く）や受験料を無利子でお貸しします！
内 貸付の種類 ・学習塾等受講料 限度額： 200,000円
　   ・受験料 限度額： 27,400円 （高校受験）
    105,000円 （大学受験）
対 貸付対象者
　・中学３年生、または高校３年生等を養育する方
　・世帯の生計中心者（原則として世帯主）であること
　・課税所得、または総収入額が一定基準以下であること
　・土地、建物を所有していないこと（現在居住地は除く）
　・預貯金等、資金の保有額が600万円以下であること
　・都内に引き続き１年以上在住（住民登録）していること
　・生活保護受給世帯でないこと
　・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第６号に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でないこと
〆 平成28年１月末（初回相談の締切）
　 ※詳しくは担当係までお問い合わせください。

生活支援係　℡0422－46－1108問

地域福祉ファシリテーター養成講座募集
　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教えます。
日 ７月２日（木）～１月14日（木）【全７回＋グループ学習５日程度】
　 午後１時10分～４時20分
所 ルーテル学院大学（三鷹市大沢３-10-20）
￥ 無料
対 三鷹市在住・在勤のボランティア活動、市民

活動をしている方、これから始めたい方
定 15名（定員を超えた場合は抽選）
内 詳しいカリキュラムは本会ホームページをご覧ください。
申 電話またはQRコードからお申込みください。
〆 ６月10日（水）

地域福祉係　℡0422－46－1108問

募集

権利擁護センターみたか専門相談募集
内 〇司法書士による専門相談：毎月第２金曜日
　 　午後１時～４時（成年後見制度の内容や利用のための相談）
　 ○弁護士による専門相談：毎月第３金曜日
　 　午後１時～４時（権利擁護、福祉サービスの

利用に際しての苦情、法律的な相談）
　 　→いずれも事前予約が必要となります
￥ 無料

権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203問

案内

夏 !体験ボランティア2015inみたか募集
日 ７月21日（火）～８月31日（月）の間で相談による
所 三鷹市内の保育所、学童保育所、高齢者施設、障がい者施設など
￥ 500円（別途検査代８５０円程度必要な施設あり）
内 詳しい活動内容は６月上旬からみたかボラン

ティアセンターホームページにアップします。
申 〆 所定の申込用紙に参加費を添えて６月30日

（火）までに下記へ申込む。
　 ※申込用紙は同センターホームページから印刷できます。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

＠アリスみたか（三鷹市母子寡婦福祉会）募集
日 ①６月14日②７月12日（いずれも日曜日）
　 午前11時50分～午後３時頃（①②共通）
所 三鷹市福祉会館３階
対 子どもたちと遊んでいただける方（できれば学生希望）。
内 交流会の手伝い（昼食あり）

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271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

株式会社アッサム在宅医療サービス三鷹営業所

※

東京都国立市東 1-15-30 北島第 5 ビル 4F

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!

　全国の美容・理容師さんグループ
「B.Bリサイクル推進会」（代表：石井賢
一様）が仕事で使用したカラー剤の容器
を回収し、リサイクルによる収益金で本
会に車イスをご寄贈いいただきました。
誠にありがとうございます。ご利用希望
の方は、在宅サービス係で貸し出しま
す。

B.Bリサイクル推進会
から車いすを

ご寄贈いただきました

在宅サービス係 ℡0422－79－3505問

　牟礼第一班は平成６年度に発足し、牟礼コミュニ
ティセンターを拠点に、食事会やバスハイクなど、近隣
高齢者との交流活動を積み重ねてきました。

　平成11年４月から牟
礼南地区公会堂で“ネットの時間”と称して
みそや手芸作品を作り、交流活動に参加した
方へのお土産にしています。手作りみそは

「優しい風味でおいしい」と大変喜ばれてい
ます。
　 食 事 会 や

バスハイクは高齢者とほのぼのネット員が
楽しく交流する機会でもあり、和やかで楽し
い時間をみなさんと共有しています。
　昨年二十歳（はたち）を迎えた牟礼第一班
ですが、これからも地域のみなさんの声に
応えてほのぼのネットの輪を広げてまいります。 （班長　岩崎兼男）

　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。詳しくは三鷹市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

牟礼第一班
（牟礼５～７丁目）

地域福祉係　℡0422ー46ー1108問

ほのぼの
ネット

活動紹介
⑤

春：バスハイク
夏：七夕まつり
　  （食事会）
冬：ちょっと早い

クリスマス
　  （食事会）

主なイベント活動

『みんなで味噌作り』

『20周年の記念にパシャリ』

はたちを迎えて…
　今回は、昨年12月に開店した、肉・魚・野菜など
の厳選した食材を使った和食を、“鐵鈑”との取り
合わせで提供している「鐵鈑割烹 りゅう」さんを

ご紹介いたします。 「心身健やかに、大切な時間を過ごしていただきた
い」をモットーに、日頃の癒しとなる“食事を大切にしていただきたい”と
の思いを和食に込める店主の細川さんご夫妻。ストレス社会の中、ゆった
りした時間を過ごせる、落ち着いた雰囲気のお店です。少しでも三鷹の福
祉に協力できればと、お店の傍らに募金箱を置いてくださりました。
　募金箱設置にご協力いただきありがとうございました。

三鷹市下連雀４－17－10 ひだりまきビル２F
℡0422－29－8039
営業時間　午前11時～午後２時（ラストオーダー午後１時30分）
　　　　　午後 ５時～午後９時（ラストオーダー午後８時）
　　　　　※ご不便をお掛けしないために、ご予約の電話をお願いいたします。
定 休 日　不定休

「募金箱の
あるお

店」
シリー

ズ5

総務係　℡0422－46－1108問

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。

【五小学童保育所編】

みたか社協の

五小学童保育所は
2015年3月21日に引越をしました。
学童保育所は２階にあり、１階には、
なかよし教室と三鷹台地区公会堂が
ある複合施設です。
学童保育所の子ども同士はもちろん
なかよし教室のお友だちとも日々交流
しています。

お別れの学童保育所に
みんなでメッセージを
残しました。

エレベーターがある！

メチャクチャ
楽しいよ～

広くて
気持ちいい

自分の家が
新しくなった
みたいで楽しい

もっともっと
学童にいたい

五小学童が

新しくなりました
！

今まで、ありがとう！

うわ～

どんどん遊ん
で行くぞ～

旧建物にて

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
※広告主及び広告内容については、三鷹市社会福祉協議会が推奨するものではありません。広告に関する質問等は、直接広告主にお問い合わせください。

募金箱を置いていただけませんか？
募金箱を置かせて下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。

総務係　℡0422－46－1108問


