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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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新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
昨年は本会事業への温かいご支援とご協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。
三鷹市社会福祉協議会では、地域での支え合い、地域福祉の向上を目指して三鷹市をはじめ地域の皆さまや様々な関係機関と協働し
てすすめてまいります。
何とぞ昨年同様のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
皆さまの益々のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

　夏休み中にボランティアに関するポスターと標語を募集し、161点の応募がありました（ポスター47点、標語114点）。
下記最優秀作品を掲載した「ボランティアカレンダー」は福祉会館、ボランティアセンター等で無料配布しています。

三鷹市社会福祉協議会　会長　吉野壽夫

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。

第19回 福祉映画会 2月1日（日）
三鷹市公会堂　光のホール

三鷹市社会福祉協議会
三鷹市ボランティア連絡協議会
市内各住民協議会、むうぷ、おおぞら会、はなの会
みたかボランティアセンター　℡：0422 ｰ 76 ｰ 1271

①午前 10 時 30 分～　②午後 2 時 00 分～
大　　人	 1,200円（社協会員 1,000 円）
小　　人（高校生以下）	 　500円
親子ペア（大人と小人）	 1,500円（社協会員 1,300 円）
＊障がいのある方（手帳をお持ちの方）800 円（付添者１名も同額）
三鷹市福祉会館、みたかボランティアセンター、各コミュニティ・センター、
食茶房むうぷ、工房　時、星と風のカフェ

会　　場

主　　催

協　　力
問 合 せ

上映時間
鑑 賞 券

販売窓口

日　程 会　場 休館日
1/ 5（月）～ 13（火） 市庁舎１階ホール 土日
1/14（水）～ 21（水） 井の頭コミュニティ・センター 月
1/22（木）～ 29（木） 牟礼コミュニティ・センター 火
1/30（金）～2/6（金） 新川・中原コミュニティ・センター 月
2/ 9（月）～ 16（月） 連雀コミュニティ・センター 木
2/17（火）～ 24（火） 井口コミュニティ・センター 木
2/25（水）～3/4（水） 大沢コミュニティ・センター 火

最優秀作品は下記会場にて展示いたします！
＊みたかボランティアセンターホームページでもご覧いただけます＊連雀学園南浦小学校６年

堀内　美来
おおさわ学園羽沢小学校６年

宮崎　乃愛
連雀学園南浦小学校６年

吉村　亜季奈

連雀学園南浦小学校６年
米田　謙治

小中学生
ボランティア活動作品ポスター＆標語 選考結果発表

ポスター最優秀賞 標語最優秀賞
♪自分から　進んで働く　優しい心
 （連雀学園南浦小学校６年　小泉　心之介）

♪私にも　できる優しさ　届けたい
 （連雀学園南浦小学校６年　渡辺　理子）

♪助け合い　ひとりひとりの　こころがけ
 （連雀学園南浦小学校６年　青山　璃音）

♪ボランティア　相手も自分も　うれしいね
 （連雀学園南浦小学校６年　上島　朋稀）

最優秀作品は
カレンダーに！

「ぼくたちの家族」
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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

　みたか社協では現在第5期地域福祉活動計画（計画期間：平成27 ～ 30年度）を策定中です。
現在推進している第4期計画は、「最重点事業」を定めることで様々な福祉活動の推進・強化に
つながりました。第4期計画の推進状況を前号に引き続き今号でもみなさまに報告します。

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

〒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

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

『地域福祉活動計画Ⅴ』策定中！
Ⅳ期計画が地域福祉推進につながっています！～最重点事業報告②～

～子育てサロンの拡充と親支援活動～
　子育て中の方が赤ちゃんを連れて交流できる「子育てサロン」や「子育てサークル」を増やす取り組みを

検討し、実施しました。
●ほのぼのネット班、三鷹市助産師会等の協力を得て、地区公会堂等を活用した子育てサロンを作ることができました。赤ちゃん連れで

も気軽に行ける場所で開催することで、子育てサロンを訪れる親子が増えました。
●子育てサロンに関わるボランティアを増やすため、「子育てサロンボランティア養成講座」を開催しました。受講生が企画運営して子

育てサロンを開催しています。
●子育て中の方のグループ（子育てサークル）を増やすため、グループを作る相談と活動費の助成に取り組みました。新しいグループが

生まれ、子育ての楽しみ、不安、悩みを共感できる場所を作ることができました。

～子育てサロンの拡充と親支援活動～（児童福祉部会）

　組織（基盤）の充実強化を図るため、下記の３の課題について重点的に部会員から意見をいただくとともに、職員と一丸となってPR活
動を行いました。
●法人会員の増強
　部会員の情報提供から、武蔵野法人会の納涼大会や運動会に社協のPRブースを設置し、三鷹商工会に加入する組合事業者に向けたPR

を行うことで会員を増強することができました。また、地域の情報に詳しいほのぼのネット員などから、事業所の開設情報が寄せられ
法人会員の増強を図ることができました。　

●市民（団体）へのPR強化
　三鷹商工まつりに参加する来場者に向けて、事業PRを行いました。
●会員会費を取り扱うボランティアの支援
　会費の目的・使途を簡潔にまとめた入会案内チラシ・リーフレットを作成し、
会員増強運動に活用するとともに会員取扱者の増強を図ることができました。

～会員を増やす取り組みの拡充（広報活動の強化）～（総務部会）

　計画策定時から関わりのあるルーテル学院大学の協力のもと、各部会から推進評
価委員を選出し、第４期計画の推進状況を検証しています。推進評価委員会で出さ
れた意見と評価結果を第５期計画に反映できるようにすすめてまいります。評価結
果は平成27年４月以降に公表する予定です。

～４期計画の推進状況を検証～（推進評価委員会）

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。

みたか社協の役員体制が新しくなりました。
理　事

会　　長  吉　野　壽　夫

副 会 長
 星　野　和　子
 田　中　　　潔
 田　山　光　興

常務理事  島　田　　　勉

会計理事
 浜　　　三　昭
 谷　合　健　治

理　　事

 吉　田　章　代
 萩　原　博　道
 山　口　麻　衣
 伊　藤　幸　寛
 佐　藤　　　晃

監　　事
 川　島　　　孝
 木住野　一　信

評議員

●松村　久子　●田中　武士　●市川　ルミ　●島田　直幸　●紅林　澄男

●田中　一枝　●大越　弘道　●佐藤　みよ子　●黒川　晴美　●鈴木　弘七

●高橋　　洋　●羽鳥　利代　●永山　敬子　●宮川　　齊　●中山　正子

●清水　靖子　●土屋　健一　●長島　　薫　●嶋﨑　英治　●宍戸　治重

●大城　美幸　●鈴山　尚子　●熊井　利廣　●平　眞紀子　●土屋　　坦

●鈴木　　勇　●佐藤　明子　●曽田　　定　●大森　康幹　●鴨木　三郎

●小林　雅司　●伊藤　一美　●渡邊　和夫　●岡本　真之介

総務係　℡0422－46－1108問

　平成26年10月に開催された理事会・評議員会において、新しい理事及び評
議員、部会員が決まりました。任期は平成28年10月19日までの２年間（部会
員は平成28年３月31日まで）となります。今後も地域福祉の推進に取り組ん
でまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

みたかボランティアセン
ターでは、いろいろな活
動をしているボランティ
アさんにお会いできます。
ボランティアに携わる人が増えるように講座の企画
等頑張ります！ボランティア活動に興味のある方、
ボランティアセンターでお待ちしております♪

【ボランティアセンター　小泉】

職員紹介

　来年度の市役所第二分庁舎の建替え工事に伴い、み
たかボランティアセンターは平成27年３月から、工
事期間中は下記に移転する予定です。
　詳細につきましては、決まり次第 みたかボランテ
ィアセンターホームページ（http://www.mitakavc.
net/）でお知らせいたします。
新住所：三鷹市下連雀９－１１－１
※電話・ＦＡＸ番号に変更ございません。

ボランティアセンター移転のお知らせ

『部会の様子』
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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。

informationinformationinformationinformationinformationinformation
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：

イベントイベント
案 内

講 座 福祉
の情報をお届けします

【平成26年9月1日～平成26年11月30日】（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。

　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。）

【一般寄附】
大創建設（株）� 67,017円
神明湯���� 63,059円
匿名���� 171,239円

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

　動物園を散策しながら、障がいのある方と交流をしよう♪
日 平成27年３月26日（木）午前９時～午後４時
所 井の頭自然文化園（集合場所）
　 駅前コミュニティセンター（解散場所）
￥ 500円（昼食代）※当日支払　定 20名（先着順）
対 三鷹市内在住在学の小学4年生（新5年生）～中学3年生
内 井の頭自然文化園の散策、写真コンテスト、チーム対抗ゲームなど（雨天時

は内容を一部変更いたします）

　一人で介護を抱え込まないよう、身近な場所で
介護者が集まり日ごろの介護について情報交換
をしたり、相談できる場を設けています。
　篠原病院に協力いただき、敷地内にある「みん
なの家６丁目」をお借りして毎月１回開催してい
ます。会の運営には、みたか社協が養成した「介護
者談話室サポーター」に協力いただいています。

日：毎月第４金曜日 午後１時〜３時
所：みんなの家６丁目（下連雀6-13-10）
申：不要。直接会場へ
￥：無料
問 在宅サービス係　Tel 0422‐79‐3505

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

地域の「居場所」づくり入門募集 ほのぼのネット員研修　聴講生募集

小中学生ボランティア体験学習

募集

募集
　三鷹市社会福祉協議会の学童保育所職員、事務局職員が中心となり、12
月13日（土）に三鷹駅前にて街頭募金活動を行いました！　当日はとても寒
い日でしたが、多くの皆さまが募金に協力して下さり、合計30,307円もの
募金をいただきました。

また、第68回赤い羽根共同募金（平成26年10月１日〜
10月31日）では、合計5,923,721円もの募金をいただ
きました。
　皆さまからいただきました募金は、三鷹市の様々な福
祉事業に活用されます。
　ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

歳末たすけあい運動・
第68回赤い羽根共同募金　活動報告報告

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

ボランティア募集募集

日 ①第1・3月曜日　午前9時45分～午後3時30分の間（応相談）
   ②水曜日（第1・3・5水曜日のうち月2回程度）　午前10時～11時
所 ①三鷹市福祉会館　②東野地区公会堂
内 赤ちゃんとお母さんが集まって遊んだり、子育ての情報交換や勉強会を行

う時に、赤ちゃんをあやしながら見守るボランティアです。

日 ①2月2日（月）　午前10時～正午
 『地域の中にある貧困を見つめる』
 スープの会　後藤　浩二氏
　 ②2月2日（月）　午後1時30分～3時30分
 『発達障がいへの理解と支援のポイント』
 一般社団法人　発達障がいファミリーサポートMarble　福岡　広美氏
　 ③2月4日（水）　午後1時30分～3時30分
 『介護保険制度と改正のポイントについて』
 三鷹市役所　高齢者支援課
　 ④2月12日（木）　午前10時～正午
 『ボランティア活動“長続き”マニュアル』
 東京都健康長寿医療センター研究所　鈴木　宏幸氏
　 ⑤2月23日（月）　午前10時～正午
 『障がい者が、地域の中で、アタリマエの生活を　～身体障がいについて～』
 みたか街かど自立センター　南雲　潤氏
　 ⑥3月2日（月）　午後1時30分～3時30分
 『「地域防災」発災から復興、生活支援にかけて住民ボランティアの果たす役割』
 法政大学現代福祉学部講師／東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー　
　　 安藤　雄太氏
所 三鷹市野崎1-1-1　三鷹市福祉会館3階会議室
￥ 500円　ただし社会福祉協議会会員は無料　定 約５名
申 地域福祉係まで電話にて申し込む。多数の場合は調整あり。

６丁目介護者ひろば介護者の皆さんを
応援しています！ 社会教育会館

篠原病院
ココ

第六小学校

山中通り

む
ら
さ
き
橋
通
り

篠
原
病
院
入
口

　ふらっと気軽に行けて、悩みや喜びを共感してくれる人がいるそんな 
場所の見つけ方と作り方、教えます！
日 2月18日（水）、2月25日（水）、3月25日（水）＋体験実習
　 午後1時30分～４時
所 三鷹市福祉会館 他
対 地域の居場所に関心がある方（情報を知りたい方、運営を手伝いたい方、
　 新しく作りたい方）※在住、在勤、在活動者
内 地域の居場所やサロンの見つけ方や作り方を実践的に学ぶ講義と
　 ワークショップ（無料）
定 20名　※申込者多数の場合は抽選
〆 ２月10日（火）
申  電話、メール、下のQRコードでお申し込みください。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

●子育てサロン・サークルの保育サポート
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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）
※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。

株式会社アッサム在宅医療サービス三鷹営業所

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!

　同基金（委員長：木村得玄住職様/写
真中央）から、今年も多くの物品をご寄
贈いただきました。
　今年度は、貸出し用車いす10台、パソ
コン10台とトラック１台をご寄贈いた
だきました。福祉活動推進のため、大切
に使わせていただきます。
　また、禅林寺龍華会基金からは毎年福
祉推進のためご寄贈いただいておりま
す。改めて感謝申し上げます。
　なお、車いすは三鷹市民を対象に、最大
３か月間の無料貸出しを行っています。
　下記までお問い合わせください。

禅林寺龍華会基金
から

ご寄贈いただきました

在宅サービス係 ℡0422－79－3505問

　当 班は、ネット事業が始まって1 0 年 位 経った
2002年に発足しました。先行の班が毎月行事を行っ
ているのを見聞きし、私達は自分たちの出来る範囲
で細く長く続けることにし、結果、ふれあい号での外
出行事、クリスマスの食事会、お店での食事会を行っ
ています。
　３年前からは、より近い場所での集
まりを目指して「おしゃべり会」という
ごく自由なお茶とお菓子の会を年２回
行っています。
　このような会に出席いただけない方
の存在も気になるところですが、今後
は地域での見守りに力を入れ、より親
しまれるネットを目指していきます。
 （班長　清水靖子氏）

　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。

たかやま班
（牟礼３・４丁目）

地域福祉係　℡0422ー46ー1108問

ほのぼの
ネット

活動紹介
④

春：おしゃべり会
　  バス旅行
秋：おしゃべり会
冬：クリスマスの
　  食事会
初春：お店での
　　  食事会

主なイベント活動

『おしゃべり会の様子』

より親しまれるネットを目指して 　今回は「株式会社　矢野」さんをご紹介いたします。ご家族で経営な
さっている会社のオフィスはとてもアットホームな雰囲気に包まれて
いました。矢野さんご夫婦にお話を伺いました。
　同社は50年以上前から続く総合住宅リフォーム会社で、昔からのお
客様から信頼の厚い会社です。「スピード、丁寧に、お安く」をモットー
に、三鷹市内だけではなく、都内都外での受注にも対応されていて、と
ても朗らかで温かな人柄が伝わってきます。
　平成17年から事務所に募金箱を置いてくださり、日々の習慣で募金
してくださっているとのこと。「もう慣れです。これから福祉の方も大
変になってくると思いますし、少しでも
お役に立てれば」と話してくださいまし
た。
　日頃からのご協力に感謝いたします。

三鷹市下連雀６－１－４　℡0422-46-1216
営業時間　午前9：00 ～午後5：30
定休日　日曜・祝日

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。

「募金箱の
あるお

店」
シリー

ズ4 総合住宅リフォーム

株式会社　矢野

総務係　℡0422－46－1108問

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。

【井口小学童保育所AB編】

　目の前にとっても立派な
砂場があります。子ども達は
砂場遊びも大好きです。

　学童の前で栗拾い。
おいしいおやつに
なりました。
ごちそうさまでした！

なんとおやつに・・・

　２階の大きな窓。子ども達が外を眺
めたり、ベンチのように座って本を読
んだり。自由な空間になっています。

　井口小学校の南の栗林が
あった所に今年の4月から学
童保育所ABができました。
目の前はすぐ校庭。校庭開放
のお友だちとも遊べます！

こんなところに?!

　２階の大きな窓。子ども達が外を眺
めたり、ベンチのように座って本を読
んだり。自由な空間になっています。

学童への
行き方はこちらに

なります！

～新しい学童保育所はここにあります！～

100円ローソン

正	門

南	門

井口小学童保育所A・B

西	

門

井口小学校

※	西門、南門からは入れません

か
え
で
通
り


