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　第３７回福祉バザー実行委員会

＜問合わせ＞
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福 祉バザー

●買って楽しい！
 バザーコーナー、ふろしき市（フリーマーケット）
●食べておいしい！
 模擬店コーナー
 （焼きそば、ジュース、焼き菓子、妖怪焼き、煮込みうどん、わたあめ、
 骨付きソーセージ、ポップコーンなど）
●見て楽しい！
 ステージイベント＆建舞実演
 （フラダンス、さわやかゆめ体操、キッズチアダンス、手話ダンス）
●体験、お役立ちブースもあります！
 福祉車両展示、職人体験、包丁研ぎ、住宅改修相談、
 育児相談、FC東京ゲームコーナー、里親＆養育家庭 PR など

ココ

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

みたかの福祉&ボランティア情報 をお届けします！
「誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」をめざして

編集・発行　社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会
〒181-8555 三鷹市野崎 1－1－1福祉会館内
TEL：0422－46－1108　FAX：0422－49－8437
http://www.mitakashakyo.or.jp　メール：info@mitakashakyo.or.jp

みたか 協社
三鷹市社会福祉協議会

発行部数 95,000 部（全戸配布）

だよりだより

2015.11.10
No.135

もくじ	 2P･･･ 地域福祉活動計画Ⅴ、介護者支援の取り組み
	 3P･･･ インフォメーション（福祉の仕事相談・面接会、シニアのための吹き矢

教室、江戸小噺笑い広げ鯛、ボランティア募集、寄付、職員紹介）
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古紙配合率70％再生紙を使用しています

募金は、お住まいの町会・自治会を通じて、またはみたか社協で受け付
けております。振込をご希望の方は下記までお問い合わせください。

助成事業
38.8％

地域福祉事業
37.4％

高齢者
福祉事業
12.9％

市民
啓発事業
10.9％

障がい者団体、社会福祉団体、
児童福祉団体、ボランティア団体、
老人福祉団体等への助成

災害ボランティアセンター事業、
福祉バザー、新春交流会、
納涼まつり　等

ほのぼのネット事業、
身体障がい者レクリエーション、
子育て応援事業　等

介護予防事業、
高齢者くらしアップ事業、
電話訪問事業　等

総務係　℡0422－46－1108問

今年度、皆さまからいただいた募金は
来年度次のように活用される予定です！

今年も歳末たすけあい運動を実施いたします。
募金のご協力をどうぞよろしくお願いいたします！

歳末
たすけあい運動

（12月１日～31日）

12月12日（土）三鷹駅南口にて駅頭募金活動を行います！

歳末募金
キャラクター

学童の子どもたちが
作成してくれた
キャラクターです。
制作の様子は４面へ
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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）

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「みたか社協2015（第５期地域福祉活動計画）」に３つの重点活動を掲げて、地域福祉の推進に取り組んでいます。
今回は第２回目。地域で支える支援についてご紹介いたします。

重点活動の具体的なプログラム等は計画Ⅴの冊子をご覧ください（福祉会館内に置いてあります）。また、みたか社協ホームページ（http://www.
mitakashakyo.or.jp/）からもご覧いただけます。

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

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

　みたか社協では、介護者の皆さんが交流や情報交換する場を定期的に開催しています。また、市内
で開催している取り組みをマップにまとめましたので、ご活用ください。

※�このマップは在宅サービス係（福祉会館２階）に置いてあります。また、みたか社協ホームページ（http://
www.mitakashakyo.or.jp/）からもご覧いただけます。

市民と地区担当職員
（兼生活支援コーディネーター）

が創る地域の支え合い
　地区担当職員（兼生活支援コーディネーター）
を住区ごとに配置し、市民の皆さまとともに安

全・安心なまちづくりを行います。

交流から生まれる
助け合い・支え合い活動の推進

　ほのぼのネット活動、地域ケアネットワーク等に
よる助け合い・支え合い活動を推進します。また、地

域福祉ファシリテーターと既存の団体との連携
を強化します。

地域課題を知る「きっかけ」を
提供し、課題に向き合う住民を

養成する取り組み
　福祉課題を解決するための多様な人材育成を
行い、活動のフォローアップ体制を強化します。

子どもと子育て中の方が地域の
温かさを感じて成長できる
支援プログラムの開発と強化

　子育て中の方が集える子育てサロンを拡充し
ます！また、学童保育所と地域との連携を強化
し、子どもが安心して過ごせる地域づくりを推進

します。

『地域福祉活動計画Ⅴ』重点活動②
地域で支える支援～つくる・つながる・あつまる～

〒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

▼介護者談話室定例開催

▼男性介護者交流会介護者支援の取り組み

▼６丁目介護者ひろば

▼介護者ひろばどんぐり山

日 11月24日（火）　午後１時～３時
※毎月第４火曜日に開催。

所 三鷹市福祉会館　２階会議室

日 12月５日（土）　午後１時～３時
所 三鷹市福祉会館　２階会議室
対 男性介護者・介護経験者
申 前日までに電話で申込む

日 11月27日（金）　午後１時～３時
※毎月第４金曜日に開催。

所 みんなの家６丁目（社会教育会館隣の篠原病
院駐車場の建物）

日 12月１日（火）午後１時30分～３時30分
※毎月第１火曜日に開催。

所 特別養護老人ホームどんぐり山１階食堂

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

震災時、復興期の「住民力」を
引き出す平常時からの

防災・災害ネットワークの構築
　災害支援ネットワークを市内の団体と強化し、
市民を対象とした訓練や学習会を開催します。ま

た、平常時の見守り体制の整備も行います。

参加者とつくる介護予防の輪

　多様な介護予防プログラムを企画し、地区担当
職員とともに、市民の皆さまの住む地域での開催

を展開していきます。
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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

　社協に入職して早いもので23年。これまで多く
のボランティアさん方と共に歩んでまいりました。

心から感謝しております。これからも、お困りの方々
の一助になれるように皆さまと一緒に福祉活動を進
めていきたいと存じます。引き続きご指導ご協力く
ださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
（地域福祉推進担当局次長兼ボランティアセンター
所長竹川　健太郎）

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

締切〆
費用￥凡例：

　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。

　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。）

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

　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、ケアマネジャーなど）。

　江戸小噺とは、江戸時代の頃から伝わる、5秒から5分程のオチがある短
い笑い話です。
　講座を受けることで、地域や施設で笑いを広げる活動へ、自らの免疫力を
高めて健康＆元気に…。お話することが好きな方、何かに挑戦してみたい方、
平日はお仕事している方など、どなたでも大歓迎です。

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

みたかボランティアセンター　℡0422-76-1271問

総務係　℡0422-46-1108問

イベント 募集

募集

福祉のしごと　相談・面接会 江戸小噺ボランティア養成講座

シニアのためのスポーツ吹矢教室

みたか社協へのご寄付 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27年６月１日～平成27年９月30日】（順不同、敬称略）

【平成27年６月１日～９月30日】
●一般寄付
　上野　菊枝� ������������������� 200,000円
　志賀興業（株）� ������������������ 200,000円
　東京三鷹ライオンズクラブ�������������� 163,677円
　三鷹市商工会女性部� ���������������� 62,940円

職員紹介

日 11月14日（土）午後１時～３時30分（受付は午後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。

主催：東京都福祉人材センター
共催：三鷹市社会福祉協議会・三鷹市・三鷹
市介護保険事業者連絡会・ハローワーク三鷹

日 平成27年11月28日（土）～平成28年１月16日（土）
の土曜日全５回
※12月５日、26日、１月２日を除く
午前10時～12時

所 福祉会館２階会議室　￥ 無料
対 江戸小噺に興味のある方（市内在住、在勤、在学、在活

動者優先）
内 講師：高野まゆみ（江戸小噺笑い広げ鯛）
申 11月２日（月）～ 11月26日（木）に下記へお電話くだ

さい。

日 平成27年12月～28年２月の第２・４火曜日　全６回
①12月8日　②12月22日　③１月12日
④1月26日　⑤２月９日　　⑥２月23日
午前９時30分～11時30分

所 三鷹市福祉会館　老人福祉センター大広間
￥ 600円（社協会員500円）
対 55歳以上の三鷹市民　定 30名（先着順）
申 11月４日（水）～ 30日（月）午前９時～午後５時（平日

のみ）に身分証明書を持参のうえ直接お越しください。

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。

東京都福祉人材センターキャラクター
フクシロウ

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

みたかボランティアセンター

三鷹市社会福祉協議会 福祉バザー

有料老人ホーム ボンセジュール三鷹

東児童館

日 水曜日以外の月～日曜日の都合の良い曜日　午後１時30分～２時45分
所 三鷹中央リハケアセンター（下連雀9－2－7）
内 入所中の利用者さんへ俳句指導
他 性別・年齢は特に問いません

ボランティア情報募集

日毎月20日頃～月末の都合のよい時間
所①下連雀1・2・4丁目および牟礼2・3丁目および井の頭1・2丁目　合計121部
　 ②大沢１・４・５丁目 合計47部
内機関紙「ボランティアミニミニ広場」配達

日 11月29日（日）午前９時30分～午後３時※活動時間応相談
所三鷹市役所中庭周辺（野崎１－１－１）
内模擬店、バザーでの販売、場内整理誘導、後片付け等
　 ※福祉バザーについて詳しくは1面をご覧ください。

日応相談（土日も可）　所下連雀3－43－23（三鷹駅から徒歩3分）
内利用者さんの囲碁の相手　他利用者さんは80代男性の方

日 ①水曜日午後２時30分～５時� ②水曜日午後１時～５時
所 東児童館（牟礼2－13－19）
内 ①文庫整理、読み聞かせ　②小学生や親子連れの皆さんと料理 …など
￥ 実費弁償あり（交通費等）

介護老人保健施設 三鷹中央リハケアセンター
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学童保育所とは、保護者の就労等のため、放課後に保育
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。

総務係　℡0422－46－1108問

みたか社協の

　新川班は男性３名女性16名、計19名の比較的人数に
恵まれた班です。
　以前はクリスマス会や日帰りバスツアーなど大きな
イベントがメインでしたが、地域住民の要望が多いこと
から、去年10月から新川団地１号棟でサロン会を始めました。ほのぼのネット
員にサロン会の開催を経験した人も少なく、取りあえず一度お試しで開催しま
したが、お客さんの反響が大きく継続開催になりました。
　お客さんの中には、「地域に長く住んでいて互いの顔は知っているけれど、サ
ロン会で初めてお話しをした」と言って
いた方もいらっしゃいました。
　今後、「安心くん」の配布や、学童保育と
の繋がりを築いていきたいと思っていま
すが、やはり、地域の繋がりは誰かおせっ
かいな人が間に入らないと築けないと実
感しています。
　我々ほのぼのネット員はあくまでも裏
方。主役は地域の皆さまです。

（班長　戸内　大介氏）

　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。

新川班（新川１・４・５丁目）

地域福祉係　℡0422ー46ー1108問

ほのぼの
ネット

活動紹介
⑦

春：バスハイク
秋：初秋の会
冬：クリスマス会
月１回：お茶会

主なイベント活動
新川班活動報告

　平成27年３月に開業した嘉寿廣さん。元ラ
グビー部で、お神輿好きな店主・森さんにお話
を伺いました。
　お店のおすすめは自家製タルタルソース。
玉ねぎ、パプリカ、キュウリがたっぷり入った
ソースは、卵の風味が
しっかりしながらも全
体的にまったりとした
味わいでチキン南蛮
に良くからみ、絶妙な

ハーモニーを作り出していました。添えてあるキャベツに
は、自家製ドレッシングとタルタルソースをか
けて食べるのが店主のおすすめです。
　カウンターと座敷があり、特に夕食の時間で
あればゆっくりお食事ができます。是非自慢の
ソースをお召し上がりください。
この「募金箱のあるお店」の記事を見て募金箱設
置にご協力いただきました。これからもよろし
くお願いいたします。

〒181-0013　三鷹市下連雀5-1-8
（連雀通り沿い、「牟礼団地入口」信号前）
営業時間：午前11時30分～午後２時、午後５時～午後10時30分
定 休 日：日曜、祝日

「募金箱の
あるお

店」
シリー

ズ7

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

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!

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。

定食屋嘉寿廣（かずひろ）

ほのぼのネットin新川（お茶会）の様子

　同基金（委員長：木村得玄住職様）から、今年度も福祉推進のため多くの物品をご寄贈いただき
ました。
　今年度は、軽自動車１台（車いす乗車可）、市民向け貸し出し用車いす10台、放送設備一式、パ
ソコン５台、電動自転車２台等をご寄贈いただきました。
　三鷹の福祉推進のため毎年ご寄贈をいただいておりますが、改めて感謝を申し上げますとと
もに、有効に使わせていただくことをご報告いたします。
　なお、車いすは三鷹市民を対象に、最大３か月間の無料貸し出しを行っています。
　下記までお気軽にお問い合わせください。

禅林寺龍華会基金からご寄贈下さいました

在宅サービス係 ℡0422－79－3505問

学童保育所間でバトンリレーをしている募金キャラクター制作☆

今回は、一小学童保育所Ｂ が取り組んだワークショップを紹介します！

～地域交流②　「歳末たすけあい運動」

 募金キャラクターづくり～

キャラワークスジャパン・キャラキッズの西岡さんと、12 月に実施される『歳末
たすけあい運動』の募金キャラクターづくりを行いました。

みんなから集まった募金が何に使われ
るのか勉強しました！

①キャラクターって何？

②募金について

西岡さんから“どんなふうにキャラクターを
作るのか”のコツを教えてもらいました。

困っている人を
助けるため

災害がおこった
ときに使う

④オリジナルキャラクター完成

③いよいよキャラクターづくり

募金箱や野球、動物をアレンジした
キャラクターなど子どもたちの想い
が形になります♪

どんなチラシに仕上がるのかはお楽しみに♪


