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ボランティア・地域福祉推進係　
℡0422－76－1271

問

　市民の皆さまのご協力により、今年も多くの募金が集まりました。
いただいた募金は三鷹市内の福祉施設、団体の活動へ助成されます。
　ご協力いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

赤い羽根共同募金にご協力くださいまして
ありがとうございました。
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次

第38回
　福祉バザー

11月27日（日）午前10時～午後２時〈小雨決行〉 
三鷹市役所中庭（三鷹市野崎1-1-1）

バザー、ふろしき市（フリーマーケット）

模擬店コーナー
ステージイベント

建舞実演、

　福祉車両展示など



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

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
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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・銭湯「春の湯」斜め向かい）

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

〒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）

個人・団体・バスだけ…旅行のことなら何でもＯＫです。
もちろん無料ですぐに見積しますので、お気軽に、ご相談下さい。

ベストツアー多摩 担当：浅香智子

歳末たすけあい運動

いただいた募金は来年度次の事業に活かされます。

12月 1日
～ 31日

　「歳末たすけあい運動」は、戦後の混乱期に、市民のたすけあい精神により、
生活に困窮する方々への物資の持ち寄り運動として始まりました。
　その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、地域での安心・安全な暮ら
しを支えるための貴重な募金として様々な取組みに活用されています。
　皆さまからのあたたかいお気持ちによる募金は、地域福祉活動の充実や、
福祉のまちづくりの推進を図ることに活用されています。

　地域福祉ファシリテーター養成講座は、本会がルーテル学院大学、三鷹市、
武蔵野市・市民社協、小金井市・社協と共催で毎年行っている講座です。地
域福祉の推進役として地域で必要なこと（ニーズ）を掘り起こし、様々な活
動の参加を促し調整（コーディネート）する人材を育成しています。
　修了生は自分たちの活動に生かしたり、新たに活動の場を創ったりと積極
的に活動しています。活動の一つを紹介します。

　「ファシリテーターⅡ期生の会」は、文字通り養成講座２回目の修了生（三
鷹Ｂ班）で立ち上げ、現在７名でゆるやかに活動しています。発足時「子育
てママさん、この指とーまれ！」とし、核家族で孤立しがちな乳幼児のママ
に“世代を超えた三人の知り合いを作ろう”という多世代交流をコンセプト
に、我々の子育て経験から、少しの時間でもママには息抜きが必要というこ
とで保育付にもこだわりました。「赤ちゃんの応急救護講習会」を福祉会館
にて開催したことを皮切りに『市内コミュニティセンターで』という目標を
掲げ、年２回の開催を始めて５年になります。講習会修了後の茶話会では、
ママ同士のおしゃべり、時には相談に乗ったりして、知り合い作り、多世代
交流をしています。
　これまで各地域ケアネットの活動に協力しておりましたが、現在では、少
しづつ我々の手を離れ、地域の皆さん主体に形を変えてきていますので、そ

ろそろ我々も次の新たな目標に挑戦しなければと
思っています。もちろん、今までのようにみんな
で楽しみながら……。
� ファシリテータⅡ期生の会　新田由美子

募金は、お住まいの町会・自治会を通じて、あるいは
みたか社協にて受け付けています。
団体、法人の皆さまもご協力をお願いいたします。
また、下記の通り街頭募金を行います。
あたたかいご支援をお願いいたします！

▼街頭募金活動
	 12月10日（土）午後１時～午後３時　三鷹駅南口
	 協力：市内福祉施設、ボランティアの皆さん

■ ほのぼのネット事業

  地域の高齢者の方を対象にした見守り
活動やお茶会などのイベントを開催

■ 子育て応援事業

  子育てサロンの開催や子育てサークル
への助成

■ 介護予防事業

  高齢者を対象としたヨガ、ストレッチ
などの講座を開催

■ ボランティア養成事業

  ボランティアを育成するための講座や
イベントを開催

■ 助成事業　等

今後の活動も応援しています。
ボランティア・地域福祉推進係　℡0422-76-1271問

みたかを良くする地域活動
～地域福祉ファシリテーター養成講座Ⅱ期生の会～

生活支援コーディネーターの取り組み
　三鷹市では平成 28年４月から生活支援コーディネーターを配置しています。生活支援コーディ
ネーターは三鷹市からの委託を受け、三鷹市社会福祉協議会と地域包括支援センターが①居場所づ
くりや介護予防事業②社会資源調査③高齢者のニーズ等調査に取り組んでいます。

（※生活支援コーディネーターの活動はみたか社協のブログ（http://mitakashakyo.seesaa.net/）にも掲載しています。）

①居場所づくりや介護予防事業
　10月までに生活支援コーディネーター
が立ち上げに関わった地域の『居場所』
や『体操教室』、『サロン』を紹介します。

②社会資源調査
　高齢者が利用できるサービスや、活動
できる場、協力してくれる人の情報を集
めています。現在三鷹市内で約170の社
会資源情報を集めました。今後も継続し
て社会資源の情報を集め、支援に役立て
ていきます。

③高齢者のニーズ等調査
　高齢者の生活課題等を把握する為に、
東部地区と西部地区で調査を行いました。
東部地区では、牟礼団地で自治会の皆さ
んにご協力いただきアンケート調査を行
いました。西部地区では、３ヶ所のサロ
ンでボランティアさんと参加者にご協力
いただきヒアリング調査を行いました。

ボランティア・地域福祉推進係　℡0422-76-1271問

西部

大沢

連雀

駅周辺

新中

東部

井の頭

H28.4 ～
『４丁目ほのぼのサロン』
場所：井口４丁目都営住宅集会所
内容：地域の高齢者を対象としたサロン（茶話会）
H28.5 ～
『きらめきふまねっと』
場所：西社会教育会館
内容：介護予防を目的とした体操教室
H28.9 ～
『よつばの会』
場所：井口２丁目都営住宅集会所
内容：認知症予防ゲーム等
H28.10 ～
『井口５丁目健康クラブ』
場所：井口５丁目都営住宅集会所
内容：介護予防を目的とした体操教室

H28.10 ～
『大沢ふまねっと』
場所：大沢コミュニティセンター
内容：介護予防を目的とした体操教室

H28.5 ～
『自宅開放サロン』
内容：地域の方々を招いての茶話会
（多世代交流）

H28.7 ～
『いきいき健康教室』
場所：牟礼コミュニティセンター
内容：介護予防を目的とした体操教室

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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親族後見人のつどい

ボランティア募集

市民ふくし講座 募集

募集

イベント
　小金井市社会福祉協議会 権利擁護センターと共催で、親族の後見人等として活
動している方を対象に、日頃の活動の中で抱えている不安や悩みなど、同じ活動
をしている皆さんで情報交換を行います。

　判断能力が十分なうちにできる将来の備えについて学びませんか？任意後見制
度や遺言、相続について弁護士、税理士が詳しくお話しします。

日 12月５日（月）　午後１時30分～午後３時
所 小金井市社会福祉協議会（小金井市本町５-36-17）
　 ※武蔵小金井駅北口から徒歩10分位
対 市内に在住している親族後見人の方（保佐人、補助人含む）
￥ 無料　申 下記へ電話でお申し込みください。 他 三鷹市福祉会館から送迎あり

日 12月15日（木）　午後２時～午後４時
所 三鷹市福祉会館　３階会議室（市役所敷地内）
内 �『今から備える自分の老後（任意後見制度、遺言、相続）
　  ～認知症になっても安心して暮らしていくために～』
定 60名　￥ 無料　申 下記へ電話でお申し込みください。

information（インフォメーション） 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

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

 

 

 

 

はうすくり～にんぐのまめひか 

気になる箇所のプチ掃除その他色々と承ります。 

住所︓下連雀９―２―２ 

電話︓０９０―４７４７―４４５２
 

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）　はじめまして、
今年の４月に入職
しました。

　三鷹市は学生時代に通っていたのです
が、まだまだ地域のことは勉強中です。
　新しくなったボランティアセンター
で、ほのぼのネット東部地域、読み書き支援事業、朗読
講習会、東部地域の生活支援コーディネーター業務、日
本赤十字社三鷹地区事務局を担当しています。
　地域のみなさんの顔を覚え、みなさんに顔を覚えてい
ただけるよう一生懸命頑張りたいと思います。
　よろしくお願いします。

〈ボランティア・地域福祉推進係　吉田 邦宏〉

職員紹介

権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203申問
権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203申問

在宅サービス係　℡0422-79-3505申問 ボランティア・地域福祉推進係　℡0422-76-1271申問

イベント

介護者談話室地域開催＠野村病院

日 平成29年１月21日（土）午後１時～午後３時30分
所 野村病院　会議室（下連雀8-3-6）　定 30名
内 『自宅で看取るということ』
講 野村訪問看護ステーション　所長　家﨑 芳恵氏
申 １月17日（火）までに下記へ電話でお申し込みください。
共催：ほのぼのネット下連ひまわり班、なでしこ班、野崎1･2班

　三鷹市近隣の福祉に関する仕事の相談・面接会です（介護職員、看護師、
ホームヘルパー、ケアマネジャー、保育士など）。

　みたか社協では家族を介護している介護者の皆さんを対象に介護者談話室
を開催しています。今回は野村病院にご協力いただき、在宅での看取りにつ
いて一緒に考えます。

日 11月12日（土）午後１時～午後３時30分（受付午後３時まで）
所 三鷹産業プラザ７階703～705会議室（下連雀3-38-4）
内 面接会：�採用担当者が仕事に関する疑問や質問などに直接お答えします。

職場見学の相談もできます。
 相談コーナー：�福祉の資格のことや、福祉の仕事に関する総合的な相談を

お受けします。
 ボランティア相談コーナー： 三鷹市社会福祉協議会の職員がボランティア

についての質問にお答えします。
申 不要。直接会場へお越しください。
 ※雇用保険受給中の方は、「雇用保険受給資格者証」をお持ちください。
共催： 東京都福祉人材センター・三鷹市・三鷹市介護保険事業者連絡会・ハロー

ワーク三鷹・市内社会福祉法人連絡会（仮称）

内 �模擬店手伝い等
日 11月27日（日）午前10時～午後２時
所 三鷹市役所中庭

内 �機関紙「ミニミニ広場」配達
日 毎月20日頃～月末の都合のよい時間
所 ①下連雀１・２丁目（第四小学校の辺り）66部
 ②井の頭１・２丁目、牟礼２・３丁目（三鷹台駅前通周辺）42部
 ③下連雀４丁目（禅林寺の辺り）64部
備考：個人情報を扱う活動なのでご注意ください

内 �障がいのある方とのレクリエーションの補助
日 毎月第２・４土曜日（時間は活動日による）　所 社会教育会館

福祉のしごと　相談・面接会

福祉バザー

みたかボランティアセンター

サタデー学級

　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 禅林寺龍華会基金から
ご寄贈いただきました

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。

【平成28年６月１日～９月30日】
（順不同、敬称略）

●一般寄付
　東京三鷹ライオンズクラブ ………………… 500,000
　藤原　昇 …………………………………… 100,000
　一ツ橋　初子 …………………………………… 50,000
　東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 …… 60,168

●ボランティア基金
　匿名………………………………… 100,000

　ご寄付下さった方のうち、5 万円以上の方を掲載させて
いただいております。なお、ご寄付下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おります。

　同基金（委員長：木村得玄住職様）からは、毎年多くの
物品をご寄贈いただいており、市内の福祉活動のため
に活用させていただいております。今年度も、電動自転
車やパソコン、バイク等のご寄贈をいただくこととな
りました。心より感謝いたします。しかし、バイクにつ
きましては、生産工場が先の熊本地震で被災し、完全な
稼働にまで復旧していないため納車は遅れるとのこと
ですので、また改めてご報告させていただきます。

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　N0.139　11月号　　2016（平成28）年11月1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：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!

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

　今回は昭和26年から市民の憩いの場
として地元に愛されている銭湯「アサ
ヒトレンド21」さんをご紹介します。店
主の藤田さんは奥様と二人でこの銭湯
を切り盛りしています。
　「今は自宅にお風呂があるのが当た
り前。それでも銭湯がなくならないの
は、体を洗うためではなく、空間を楽し
んだり、家族友人と一緒に入り交流を
楽しんだりする“特別”な場になって

いるから」と話す藤田さん。「安心して入浴していただくため清潔は第一に考えていま
す」とおっしゃるとおり、脱衣所、浴室ともに清潔感のあるタイル張りで、広々として
います。お風呂の種類も豊富でサウナ（別途料金）も男女ともに設置されていました。
時季によっては“ゆず湯”“菖蒲湯”“バラ風呂”などを楽しむこともできるそうです。
　もともと、番台に飾っていた貯金箱にたまった募金を本会にご寄附くださったのが
募金箱設置のきっかけでした。それ
から長年ご協力をいただいていま
す。心から感謝いたします。
　「銭湯に入ったお客さんは“あり
がとう”“気持ち良かった”と声をか
けてくれる。こんなに心から喜ばれ
る商売はないよな」と笑顔でやりが
いを話してくださいました。とても
親しみやすい銭湯です。
　たまには大きなお風呂にゆった
り浸かり、日頃の疲れを癒してみて
はいかがでしょうか。

〒181-0012 三鷹市上連雀2-7-1　℡0422-43-1777
営業日：午後３時30分～午後11時30分（金曜日定休）
料　金：大人（12歳以上）460円
　　　　中人（６歳以上12歳未満）180円
　　　　小人（６歳未満）80円

募金箱を置いて下さいませんか？募金箱を置い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

アサヒトレンド21

　平成９年に発足し、現在ネット員
は20名で高齢者を対象としたお茶
会、バスハイク、クリスマス会等の
活動を行っています。お茶会は毎月
３ヶ所の会場で開催し、いろいろな
情報を提供したり、軽い体操や歌、脳
トレ等を取り入れて、笑いの多いお
茶会となり皆様に喜ばれておりま
す。７月には七夕ということで短冊
に願い事を書いてもらい、全員に披露してもらいました。その

あとスイカを食べ皆
さん大喜び。８月に
はじゃがいもをふか
し、懐しさもあり大
変喜んでもらいまし
た。季節感も考えた
お菓子を用意してお
ります。
　今年は新しいお

客様も増え嬉しいところですが、高齢化がすすみいろいろな問
題も発生しています。お茶会等で参加者の様子にも気を留め、
相談にも応じています。定例会ではケースを話し合うこともあ
り、地域での見守り
活動を共有するよ
うにしています。
　中原コスモス班
はネット員ひとり
ひとりの心がけで
楽しい活動を続け
ています。

（中原コスモス班
　　　　ネット員）

　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。

中原コスモス班

ボランティア・地域福祉推進係　℡0422ー76ー1271問

ほのぼの
ネット

活動紹介
⑪

春：バス旅行
冬：食事会
　　（クリスマス会）
毎月：
　 お茶会（３丁目都

営、中原地区公会
堂、４丁目都営の
三ヶ所で開催）

主なイベント活動

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 第 5 ビル 4F
※厚生労働省管轄　※全国鍼灸マッサージ師協会会員

「募金箱の
ある
お店」

シリー
ズ11

（中原３・４丁目）

※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。

　昨年に引き続き、全
国の美容・理容師グ
ループ「Ｂ．Ｂリサイ
クル推進会」の代表石
井賢一様（上連雀６丁
目：バーバーイシイ）
から車いすのご寄贈
をいただきました。
　業務で使用したカ
ラー剤の容器を回収
し、リサイクルによる
収益金をご活用いた
だいたものです。
　市民の皆さまから車いすの貸出し希望が多く
寄せられますので、大変ありがたく思います。
　有効に活用させていただきます。
　車いすの貸出しをご希望の方は、下記までお
問い合わせください。

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

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年生までの児童が主に
遊びを通して生活するところです。

＜キックターゲットコーナー＞

＜メンコ作りコーナー＞

　１面でも紹介している第38回
福祉バザー。みたか社協の保育員
が、毎年子ども向けコーナーを
担当しています。昨年の様子を
紹介します！

　遊びに来てくれた子どもたちが楽し
く過ごせるようにゲームを企画し、
うれしい景品も用意しています。

えい！
FC東京のグッズをねらえ！

学童の先生と一緒に遊ぼう！
メンコを作ったよ♪

学童コーナーの目印です！

今年もお待ちしていま～す！

総務係　℡0422－46－1108問

『お茶会の様子』

『地域の皆さんと一緒に出かけたバス旅行』

右　代表石井賢一様
左　みたか社協事務局長　日向博

おいでよ！

 福祉バザー

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


