
私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
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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
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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。

総務係　℡0422－46－1108問

第20回福祉映画会第20回福祉映画会

第20回福祉映画会
会　場 ：三鷹市公会堂　光のホール
開催日 ：平成 28 年 2 月 7 日（日）

①午前 10 時 30 分～②午後 2時～

大人 1,200 円（社協会員 1,000 円）、

小人（高校生以下。未就学児は無料。）

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 [ 身体障害者手帳・愛の手帳・精

神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で

付添者 1名も同額 ] 800 円

三鷹市福祉会館、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

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

みたかボランティアセンター　

ＴＥＬ：0422-76-1271

鑑賞券

販売窓口

お問い合わせ

主　催

協　力

© 2015 『くちびるに歌を』製作委員会 © 2011 中田永一／小学館

新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
昨年は、皆様方の温かいご支援とご協力をいただき、社協活動の基本となる第5次地域福祉活動計画をスタートさせることができま
した。「地域を支える支援」、「地域で暮らせる支援」、「社協のパワーアップ」という3つの重点活動項目のもと社協活動をすすめてま
いります。
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とともに、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。

三鷹市社会福祉協議会　会長　吉野壽夫
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　みたか社協では「みたか社協2015（第５次地域福祉活動計画）」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。
今回で最終回。「社協のパワーアップ」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

計画を効果的・効率的に
推進するための体制づくり

・	本計画で示している重点事業を円滑に推進し
ていくために、組織の見直しや事業の整理統合
を行います。また、職員のスキルアップにも取
り組んでまいります。
・	三鷹市と一体的に事業を取り組むためのパー
トナーシップを強化し、特に災害時等緊急時の
事業展開や組織体制の整備を図ります。

住みよい地域づくりのために資金を調達！
会費、寄付、助成金等も含めた
財源確保のしくみづくり

・	会費や寄付の募集方法を検証し、市民の協力を
得やすい新たな手法を検討し、実施します。
・	様々な地域課題を解決するため、助成金、配分
金等を活用した財源確保を行います。

『地域福祉活動計画Ⅴ』重点活動③
社協のパワーアップ～結ぶ・広める・伝える～

人と人、人と資源を結ぶ
広報活動

・	みたか社協の事業や役割を分かりやすく伝え
る広報活動を行い、みたか社協のファンを増や
します。
・	市内に点在する福祉サービスや社会資源の情
報収集を行い、市民が情報を受け取りやすい方
法で届けます。

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

核家族化が進み、親や先生以外の大人との触れ合いが少ない現代の子どもたちに、

授業や課外活動、地域イベントでの読み聞かせ、昔遊び、乗馬体験、駄菓子販売体

験等を通して、地域の方々と交流し、絆を深める活動をしている団体です！！

～地域交流③　みんなのみたかさん～

割りばし鉄砲の様子

子ども達の笑顔が１番！！

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。

【北野小学童保育所AB・中原小学童保育所AB編】

昔あそびを

　　　教えてもらいました！けん玉の様子

けん玉が
できるようになったよ！！

ありがとう♥

できるようになったか！！
最初は難しいって言って
いたけど、よく頑張ったね

メンバー募集～働く仲間を募集します～

・介護ヘルパー　・保育職員
【有資格者優遇 ･勤務時間応相談】
NPO･ACT みたかたすけあいワーカーズこもれび

TEL:0422-42-4469

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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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：

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

　三鷹市社会福祉協議会が実施している、ほのぼのネット事業のネット員向け研
修の聴講を希望される方を募集します。

イベント ほのぼのネット員研修
聴講生募集のご案内

在宅サービス係　℡0422－79－3505問

介護者談話室募集

　家族の介護をしている介護者の皆さんが一人で介護を抱え込まないよう、
日ごろの介護についての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、ちょっと息抜きに来ませんか？

男性介護者交流会

介護者談話室定例開催
日 �３月22日（火）午後１時～３時
所 三鷹市福祉会館２階会議室
６丁目介護者ひろば
日 ２月26日、３月25日（金）
	 午後１時～３時
所 ６丁目介護者ひろば
（篠原病院駐車場敷地内、
社会教育会館隣）

日 ３月５日（土）午後１時～３時
所 福祉会館２階会議室

　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。）

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10月１日～ 12月31日】（順不同、敬称略）

●一般寄付　渡辺　泰正� ���������������� 50,000円
●匿名� ������������������������ 50,000円

日 ①2月15日（月）午前10時～正午
『発達障がい児・家族を支援する為に･･･伝える力を伸ばそう』
一般社団法人	発達障がいファミリーサポートMable	代表理事/フリーアナ
ウンサー	国沢　真弓氏

②2月24日（水）午前10時～正午
『ボランティアの心得』財団法人	富士福祉事業団	理事長	枝見　太朗氏
③3月1日（火）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

④3月9日（水）午前10時～正午
『生活困窮者自立支援制度における学習支援事業の取り組み』
特定非営利活動法人	文化学習協同ネットワーク	みたか若者支援担当　高橋　薫氏

⑤3月22日（火）午後1時30分～3時30分
『認知症になっても住み慣れた地域で生活するために』
首都大学東京健康福祉学部教授（精神医学）大学院人間健康科学研究科教
授　繁田　雅弘氏

⑥3月23日（水）午前10時～正午　　
『地域包括ケアシステムってなあに？地域には何が求められているの？？』
三鷹市井の頭地域包括支援センター　森松　徳美氏
三鷹市東部地域包括支援センター　　皆川　智道氏
※詳細はホームページ（http://www.mitakashakyo.or.jp/）をご覧下さい。

所 三鷹市福祉会館3階会議室　￥ 聴講料500円（社協会員は無料）　定 各回10名
申 〆 先着順。2月8日（月）までに地域福祉係までお申込みください。
問 地域福祉係　℡0422-46-1108

対 男性の介護者、介護経験者
申 前日までに電話で申込む

　障がいのある方たちと一緒に、みんなで楽しく美味しいカレーを作りましょう！学年があ
がる前に、みんなの知らない発見ができるかも…？

募集 小中学生ボランティア体験学習

日 28年３月28日（月）午前10時～午後４時　※雨天時は室内で行います。
所 牟礼コミュニティセンター（三鷹市牟礼７ー６－２５）
￥ 300円（保険料、お米などの食材費）　対 三鷹市内の小学４年生～中学３年生
定 30名（先着順）　内 持ち物：参加費、食材一品、水筒、軍手、タオル等
申 〆 平成28年２月29日（月）までにみたかボランティアセンターへ電話もしくはチラシ裏面
（ホームページ：http://www.mitakavc.net/index.htmlからダウンロード可）の申込用紙
をFAXしてください。参加者には〆切以降にご連絡致します。

問 みたかボランティアセンター	 ℡	0422-76-1271　FAX	0422-71-2053

　今年も市内の町会・自治会の皆さまを通じ、多くの皆さまから募金を寄せていただきました。
ここに改めてお礼申し上げます。
　この募金は三鷹市の福祉向上のため、三鷹市内の社会福祉施設の活動や、ほのぼのネット、
子育て応援事業、介護予防事業、ボランティア関連事業に充てられます。

平成27年10月25日（日）
　三鷹市少年野球連盟のご協力のもと、市内の少年野球チー
ムと街頭募金活動を行いました。澄み渡る青空の中、少年少
女たちの元気のよい声が響きました。皆さまのご協力により、
合計167,436円もの募金が集まりました。

平成27年12月12日（土）
　本会職員、市内社会福祉施設の方々と協力し、駅頭募金活
動を行いました。非常に寒さが厳しいなか、皆さまより温かい
募金をいただき、合計45,132円もの募金が集まりました。職
員一同感謝の気持ちでいっぱいです。
　皆さまありがとうございました。

赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい
運動にご協力ありがとうございました

報告

募集 子育てサロンボランティア養成講座
日 2月22日（月）～3月28日（月）【全3回＋子育てサロン体験】
所 三鷹市福祉会館1階　￥ 無料
対 在住、在勤の方　定 20名（申込多数の場合は抽選）
内 子育ての課題と子育てサロンの役割、乳幼児救命救急法、子育てサークル、サロン活動事例報
告、サロン体験）※詳細はホームページ（http://www.mitakashakyo.or.jp/）をご覧下さい

申 地域福祉係まで電話、FAX、メールにてお申込み下さい
問 地域福祉係　℡	0422-46-1108　FAX	0422-71-2053
MAIL　chiiki@mitakashakyo.or.jp

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

奨学生募集募集

￥ 大学等：年間24万円給付　高校等：年間15万円給付　
対 ①～③を満たす方
①都内に在住で学資の調達が困難である方
②20歳未満の方
③	高等学校・専修学校高等課程および高等専門学校等または大学・短期大学・専修学校専門
課程等に進学を希望している方

生活支援係　℡0422-46-1108問申

￥ 入学時に5万円給付（公立・私立とも同額）　
対 ①～②を満たす方
①都内に在住で入学支度金の調達が困難である方
②	高等学校・専修学校高等課程および高等専門学校等に進学を希望していること

①「塚田・大田奨学資金」奨学生

②「ヒカリ興業奨学基金」奨学生

介護者ひろばどんぐり山
日 ２月２日、３月１日（火）
午後１時30分～３時30分

所 �特別養護老人ホーム
どんぐり山　１階食堂

いずれも申込不要です。直接会場へ
お越しください。

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
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　私達は三鷹で最後に生まれ
た丸池班です。その名の通り、
お玉じゃくしのいる丸池公
園、勝淵神社、そして平和の像
やアンネのバラの咲く仙川公
園等、自然に囲まれた素晴らしい環境に位置します。
　私達の活動は他班同様、バスハイク、食事会、赤ちゃ
んとママの会の三本柱とご近所の見守り活動です。
　赤ちゃんとママの会は丸池班の人数が少ないため、
新川６丁目班さんと合同で仲良くやっております。ど
の会もいつも大盛況でネット員一同やりがいを感じ
ております。また、今年はモデル事業（AEDマップづく

り）でネット員一同はりきっております。今の一番の課題は、ほのぼのネット員
の数が少ないこと。おせっ
かい好きのおばさん（おじ
さん）大募集中！！！
	 （班長　上田　ひろみ氏）

　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。

丸池班（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
⑧

春：	バスハイク
夏：	食事会
秋：	子育てサロン
	 	 食事会
冬：	子育てサロン

主なイベント活動
丸池班活動報告

　今回は三鷹駅前に店を構えて40年以上の、『花のサンライズ』さんをご紹介い
たします。
　店主の竹田さんから話を伺いました。店内にはバラ、蘭、アリストロメリアな
ど色鮮やかな花々が並び、生花の良い香りが広がっています。最近では、市内で
も庭のある家が少なくなり、若い方たちの生花離れを感じますが、竹田さんに生
花の魅力を聞くと、「ダメになる（枯れてしまう）から良い。きれいに咲いた時を楽
しみ、そのために手をかける。寿命が短いから良いというものがある。」と話して
くれました。手間暇をかけながら大切に育てることで、“心の余裕”を与えてくれ
る、それが生花の魅力です。
　募金する人の気持ちを大切に、その機会を広めるため、本会の募金箱の設置に
ご協力くださっています。また「地元を大切にしていきたい」と話してください
ました。今の時期は春の花、チューリップやフリージアなどがおすすめ。花束は
500円から注文ができるそうなので、お祝いごとや記念日に花束を贈ってみては
いかがでしょうか。
〒181-0013　三鷹市下連雀３－３２－６
ＴＥＬ　0422-49-5487　
ＦＡＸ　0422-49-8787
営業時間：午前９時００分～午後７時
定休日：火曜日（配達予約可、行事の際は臨時営業）

「募金箱の
あるお

店」
シリー

ズ8

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

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
※厚生労働省管轄　※全国鍼灸マッサージ師協会会員

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!

花のサンライズ

『子育てサロンの様子』

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。

【作品展示会】

　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、435点の応募がありました（ポスター31点、標語404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。

日　程 会　場 休館日
1/ 4（月）～  8（金） 市庁舎１階ホール 土日
1/13（水）～ 19（火） 井の頭コミュニティ・センター 月
1/20（水）～ 27（水） 牟礼コミュニティ・センター 火
1/28（木）～2/4（木） 新川・中原コミュニティ・センター 月
2/  5（金）～ 12（金） 駅前コミュニティセンター 木
2/15（月）～ 22（月） 連雀コミュニティ・センター 木
2/23（火）～3/1（火） 井口コミュニティ・センター 木
3/  2（水）～3/9（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＊おおさわ学園羽沢小学校５年

相川　悠楓
三鷹の森学園第三中学校２年

五十嵐　結
連雀学園南浦小学校５年

佐伯　美結

連雀学園南浦小学校６年
伊東　優花

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
♪優しさは　人を笑顔に　変えられる
 （鷹南学園東台小学校５年　井上　侑空）

♪子供でも　地域の力に　なれるはず
 （連雀学園南浦小学校６年　小林　陽佳）

♪考えよう　だれかのために　出来ること
 （連雀学園南浦小学校６年　渡辺　英隆）

♪たすけ合い　心でつなぐ　ボランティア
 （東三鷹学園第一小学校６年　遠山　陽太）

最優秀作品は
カレンダーに！

『バスハイクで増上寺へ』『食事会の様子』

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


