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令和３年度「敬老のつどい」開催中止について

みたか社協の活動をご支援くださり、ありがとうございます。
会員の皆さまからいただいた会費は地域福祉の推進を図るため様々な事
業に使わせていただいております。
これらの事業を今年も継続していくため、みたか社協への入会をご検討
いただきますようにお願いします！

ほのぼのネット深大寺班「ボッチャで遊ぼう」

ホームスタート家庭訪問型子育て支援ボランティア養成講座

小中学生ボランティア出前講座

みたか社協みたか社協

令和３年度「敬老のつどい」につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から中止とさせていただき

ます。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

入会をご希望の方は、お近くのほのぼのネット員を通じて申し込んでい
ただくか、もしくはみたか社協総務係へご連絡ください。

〈メールでの入会申込は
　　こちらからどうぞ〉総務係問 ℡0422－46－1108

会員区分（年間一口）
個　　人	 500	円
団　　体	 3,000	円

法　　人	 5,000	円
特別賛助	10,000	円	以上

初めてのボランティア体験！

車いすを押すのって難しいなぁ…
★たのしーッ！！★

お話を聞くだけでも、お母さん

の表情はどんどん明るくなって

いくのでやりがいがあります。

会員会員募集！募集！

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

R
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　みたか社協では、制度の狭間にある課題や複雑な課題を持つ方など、日ごろの生活の悩みや心配のある方からのご相談に応じ福祉課題の解決を図るため、
令和２年度から地域福祉コーディネーターの配置を開始し、モデル地区の大沢地区（大沢１～６丁目）と連雀地区（上連雀 6 ～ 9 丁目、下連雀 5 ～ 9 丁目）
に地域福祉コーディネーターを配置しました。住民のみなさんと安心して暮らせる地域を目指して活動しています。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

※プライバシーは守りますので、
　安心してご相談ください。

地域福祉コーディネーターの取り組み　～ひきこもり家族会～

　「家族が学校に行かない」「ずっと家にこもっている」「どう接すればいいかわからない」
など、同じ悩みを持つ家族同士で経験を語り、思いを分かち合い、肩の力を抜いて一緒
に考えてみませんか。都内でひきこもりの家族会の支援を行っている NPO 法人「楽の
会リーラ」に協力をいただきながら開催しています。初めての方でも安心して参加いた
だけます。お話を聞くだけでもかまいませんので、一人で悩まずお気軽にご参加ください。

ひきこもりで悩んでいる家族のための家族会ひきこもりで悩んでいる家族のための家族会
「みたか親の会」「みたか親の会」（準備会）を開催しています。（準備会）を開催しています。

福祉に関する福祉に関する
お困りごと・ご相談お困りごと・ご相談
何でも伺います！何でも伺います！

　地域福祉コーディネーターがお話をお聞きし、解決に向けて
一緒に考え支援します。ご自宅に伺ってご相談をお聞きします
ので、お気軽にご相談ください！

日　時：毎月第３水曜日　午前 10 時～ 12 時
場　所：みたかボランティアセンター ２階会議室
　　　　（三鷹市上連雀 8–3–10 三鷹市上連雀分庁舎内）
参加費：無料
申　込：電話、メール（chiiki@mitakashakyo.or.jp）で事前にお申込みください。

連雀地区担当 川村（左）、大沢地区担当 道三（右）

会費年額五千円以上の企業・事業所・商店・施設
などの皆さま

法人会員

（有）田中電機工業
丸栄建設（株）
新川京王自治会

（株）田村工務店
（株）大竹工務店
（株）サンコート山口文林堂
東京弘済園
野村病院

（医）佳仁会
法専寺

（株）AZUMA　東葬祭
井口院

（有）石井商会
寿交通（株）
武蔵石油（株）
池の上キリスト教会
三鷹健生堂接骨院

（株）植田製作所
（医）大由会みたか循環器内科
（有）長谷部工業所
（有）斉藤自動車
（株）メッツエレクトロン
井上鉄工（株）

（株）特殊鍍金化工所
コモディイイダ
城西リコピー（株）
多摩信用金庫　三鷹下連雀支店
西武信用金庫　三鷹支店
多摩信用金庫　三鷹駅前支店
井の頭保育園
JA東京むさし　三鷹支店

内科  ヨシコクリニック
（福）朝陽学園
能美防災（株）

（福）東京点字出版所
名取屋興産（株）

（有）石井輪業商会
（医）三鷹病院
（株）あさの　代表取締役　浅野晴夫
（宗）大盛寺
創英サービス（株）
加藤金属（株）

（福）あかね保育園
（医）永寿会三鷹中央病院
（株）サカイ・ヘルスケアー
椎の実子供の家

（株）甲信商工
（株）加藤電気商会
　代表取締役　加藤勝一
坂本産業（株）

（公財）井之頭病院  理事長　 菊池健
みたか小鳥の森保育園
和親交通（株）
ルーテル学院大学

（有）ふぢや玩具店
みたかつくしんぼ保育園
三鷹商工会
国際基督教大学
三鷹ハイテクセンター
アクティビティセンターはばたけ
杉山薬局

（株）ジェイコム東京
栄大建設（株）

（福）にじの会
大東京信用組合　三鷹支店

（特非）Human　Loop・人の輪
（特非）アビリティクラブたすけあい
　みたかたすけあいワーカーズこもれび
東京井の頭ロータリークラブ
エスコート交通（株）

（株）ベストワーク・ベストツアー多摩
（有）三鷹シルバーハウス
（株）三鷹ナース・ヘルパーセンター
イナギ薬品
つばさリハビリ訪問看護ステーション

みずほ三鷹
日建リース工業（株）パナソニック
　エイジフリーショップ武蔵野

（有）R＆M’カシマ
（株）丸利根アペックス
（有）久松
（株）鐵
（福）こひつじ会　
　第二小羊チャイルドセンター
問川畳店
日本医療学術研究協会　
　日学医療センター会頭　吉永具充
みたか介護タクシー　代表　増田直俊
酒井薬品（株）
　代表取締役社長　酒井裕央
桂建設（株）
加藤特許事務所
フェリエ ドゥ 三鷹
東京三鷹ロータリークラブ

（福）むうぷ
（医）櫻椿会　理事長　板谷篤泰
（有）リビングアップ
レッドホース

（有）あきゅらいず
ソノラスコート三鷹

（特非）三鷹はなの会
（福）巣立ち会
（株）アッサム
（福）はなゆめ
（株）そら
ライフコミューン深大寺

（株）KRL
積水ハウス（株）
サニーステージ深大寺

（医）碧水会
小規模多機能型居宅介護野ざきの家

（福）おおぞら会
ツクイ三鷹

（公社）武蔵野法人会
わたなべ社労士事務所

（株）三山精工
セントケア東京（株）ホーム三鷹

（株）YHT
山下産業（株）
岸田薬局野崎店

（株）コナウィンズ
　ぐるーぷほーむ むれの里

（株）大沢ガーデン

（株）青木屋
（医）光恵会　ふなこし歯科医院
　理事長　船越光豊
行政書士星川総合法務事務所

（有） 日の丸防災
（株）ジョイプランニング
みたか紫水園　

（有）中央堂
（株）京王ストア
（医）らくだ会
（特非）結婚相談NPO
（株）きづな　ディサービスたんぽぽ
（一社）ReSTEP
（福）ことぶき会
AJ（株）
匿名　1法人

会費年額三千円以上の町会・自治会、ボラン
ティアグループ、ＮＰＯ法人などの皆さま

団体会員

扇家食堂
篠原病院
上連雀上二町会
アリスみたか
　（三鷹市ひとり親家庭福祉会）
　古谷まゆみ
三鷹市の福祉をすすめる女性の会
老人クラブ　上二親交クラブ
井の頭一丁目町会
みたか中央通り保育室　久保田京子
おいしい会
三鷹おもちゃ図書館
朗読ボランティアういろうの会
三鷹きつつき会
てのひらの会
みたか拡大写本グループ
高齢者電話訪問
ピナット
　～外国人支援ともだちネット
ほのぼのふらっとcafé
シルバークッキング井口
　代表 前田政克
大沢なごみ会
　給食ボランティアグループ
手話サークル鷹の会
生きがいクラブむさしの

（特非）エンゼル・ハート
レインボーハーモニー 酒井 孝太郎

ラブリーハンズ
（特非）三鷹陽だまり企画
詩吟美どり会
禅林寺通り町会

（特非）子育てコンビニ
（特非）グレースケア機構
（特非）鷹ロコ・ネットワーク大楽
さわやか・ゆめ体操元気会
三鷹市老人クラブ連合会
老人クラブ　四つ葉ときわクラブ
老人クラブ　牟礼笑楽会
老人クラブ　むらさき草の会

（特非）てまりの会
（特非）多摩東成年後見の会
　増田勝彦
みたか123

（特非）みたかハンディキャブ
みんなのみたか　成山正博
いきいきコーラス
東京都行政書士会武鷹支部
　支部長　田中勉
いちご薬局
スズメベース
東京都宅地建物取引業協会
　武蔵野中央支部　三鷹地区
ペレの会　吉野伸子
三鷹三田会
三鷹市ボランティア連絡協議会
ハッピーグランパ倶楽部
防災団体やろうよ!こどもぼうさい
曙会　会長　若林誠一
みたかのたからばこ
三鷹市助産師会

（株）タウン・サービス
（有）田中コーポ

松井　治幸
武田　國春
永山　敬子
永山　哲郎
吉野　壽夫
岡　記代子

石井　　哲
吉永　昊充
今井　輝己
出口　隆好
黒岩　昭生
福岡久和子

佐々木葉子
橋本みゆき
水石   　明
匿名 　2名

会費年額一万円以上の個人会員の皆さま

特別賛助会員

令和２年度みたか社協 会員
（順不同・敬称略）

個人会員の皆様のお名
前は紙面の都合上割愛
させていただきます。
本会へのご理解、ご協
力をくださり、心より
感謝いたします。

家族を争族としないために
相続 想いをつなぐ

相談室
相続・遺言書・遺産分割の専門相談室

検　索想いをつなぐ相談室
行政書士星川総合法務事務所

ご相談は無料です。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）

遺言と

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

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（Uni-Voice）です。
読み取り機能付き携帯電話などを用いて
記録内容を読みとることができます。

音声コードでバリアフリー化 ①
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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福祉
の情報をお届けしますiinnffoorrmmaattiioonn（インフォメーション）（インフォメーション）information（インフォメーション）

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。 （敬称略）
（2021年3月1日～ 4月30日）

●一般寄付
【法人・団体ご寄付】

詩吟　美どり会…………………………………… 5,000円 
深大寺町会……………………………………… 50,000円 
千代乃湯………………………………………… 15,196円 

【個人ご寄付】
海老澤　寿美恵　　 計良　均　　 根道　一男（2件）
佐藤　冨壽子　　　 匿名（15件）

●一円硬貨募金
【法人・団体ご寄付】

みたかボランティアセンター　募金箱………… 1,190円 
いきいきコーラス…………………………………… 221円 
エスコート交通株式会社　募金箱……………… 1,041円 

キッチンコート野崎店　募金箱………………… 9,225円 
老人クラブ　くぬぎ会…………………………… 1,553円 
株式会社AZUMA　募金箱 …………………… 1,100円 
株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱……… 148,378円 
株式会社まちづくり三鷹　募金箱……………… 1,746円 
株式会社花のサンライズ　募金箱………………… 778円 
季寄せ蕎麦柏や　募金箱…………………………… 292円 
高齢者福祉センター　募金箱……………………… 501円 
三鷹駅前市政窓口　募金箱……………………… 1,064円 
三鷹市赤十字奉仕団　2件 ……………………… 1,472円 
三鷹商工会　募金箱………………………………… 293円 
三鷹東部市政窓口　募金箱……………………… 4,496円 
老人クラブ　四ツ葉ときわクラブ（2件） ……… 1,265円

みたか社協　寄付　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。

（※確定申告に際して本会発行の領収書が必要となります。） 総務係  ℡0422－46－1108問

ご寄付をいただいた皆さまのお名前は、本紙に掲載させていた
だくほか、みたか社協 HP でも掲載させていただいております。

〈ご寄付者一覧〉

新川中原コミュニティ・センター　募金箱 …… 2,345円 
大沢コミュニティ・センター　募金箱 ……………… 52円 
朝日湯　募金箱…………………………………… 4,741円 
老人クラブ　東明会……………………………… 1,910円 
福祉センター　募金箱……………………………… 777円 
老人クラブ　福寿会………………………………… 760円 
老人クラブ　北野東晴クラブ…………………… 2,974円 
老人クラブ　堀合友の会…………………………… 100円 

【個人ご寄付】
伊藤　晃　　 吉野　伸枝　　 山崎　慎子　　 匿名（4件）

●福祉基金
【個人ご寄付】

匿名（2件）

メンタルヘルスボランティア養成講座
　　　『発達障がいの子どもたち　適切な支援とは？』
発達障がいとは？基礎的な知識から、子どもの発達障がいにはどのような
特徴があるのか、どのような支援が必要なのかについて考えていきます。
日  令和3年９月30日（木）午後2時～4時
所   みたかボランティアセンター　￥ 無料　定 20名（先着制）
対 発達障がいの分野のボランティア活動に関心のある方
申  ９月24日（金）までに、みたかボランティアセンターへ①氏名②住所③

電話番号④メールアドレス⑤年齢 を電話・FAX・メール・直接来所にて
お伝えください。

　 ※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって中止となる場合があ
ります。

講座地域のサロン活動資金を助成します募集
市内で活動している子育てサークル、

高齢者・障がい者のサロンなど、居場所づくり
や見守り、助け合い活動に取り組んでいる非
営利の自主グループに１万円を助成します！
　これから始める活動も対象になります。自主
グループの立ち上げの相談も承ります。
対  下記のすべてを満たすこと
　 ① 原則月1回以上の活動（参加者3名以上）で、地域の仲間づくりや助け

合い活動を行っている
　 ※ 今年度に限り新型コロナウイルス感染症の影響で休止した場合は、①

を満たしたとみなします
　 ②他の団体・機関から活動の助成を受けていない
　 ③政治・宗教・営利目的でない
他 助成額　１団体につき１万円（上限）、総額60万円（60団体）※先着順
申  申請書、事業計画書に必要事項を記入の上、下記ま

でお持ちください。
　  書類は下記窓口にお越しいただくか、ホームページ

からプリントアウトできます。
　 記入方法がわからない場合はご連絡ください。

令和2年度　決算のあらまし（資金収支決算）	（資金収支計算書　事業活動の部による）

単位／円

総務係　℡0422－46－1108問

事業名
収入内訳

収入（事業活動による） 支出（事業活動による） 
自主（会費・寄付） 補助

（共同募金他・委託料）
事業収入

（介護保険・障がい者自立支援他）
その他

（利息・貸付償還金収入他）
社会福祉事業区分 7,955,791 744,664,998 47,361,615 2,474,130 802,456,534 802,668,129
地域福祉推進拠点区分 7,955,791 266,343,044 1,224,622 2,359,316 277,882,773 281,285,494
放課後児童健全育成事
業拠点区分 0 478,138,354 0 8,709 478,147,063 480,771,653

介護保険事業拠点区分 0 183,600 46,136,993 251 46,320,844 40,554,982
貸付事業拠点区分 0 0 0 105,854 105,854 56,000
公益事業区分 0 132,260 0 0 132,260 132,260
収益事業区分 0 0 429,472 0 429,472 0
合計 7,955,791 744,797,258 47,791,087 2,474,130 803,018,266 802,800,389

< みたか社協 HP>

三鷹市地域福祉
ファシリテーター養成講座

「三鷹市地域福祉ファシリテーター養成講座」を開催予定。地域の福祉活
動って何するの？どうやるの？が分かります！詳細は本会ホームページをご
覧ください。

講座

問 みたかボランティアセンター　 ℡0422－76－1271　Fax0422－76－1273　 E-mail chiiki@mitakashakyo.or.jp

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

茶道具・掛け軸・絵画・版画・古書・古陶磁器・仏教美術・中国美術 他

豊富な経験と知識で安心・丁寧な査定。出張料・鑑定料無料。
相続の鑑定書作成も承ります。  お気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル

国立市　西2-31-18 　 ☎ 042-576-5753

国立 中央堂 検索古美術中央堂
0120-72-6060

美術・骨董品買います 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

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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　食品のご寄付ありがとうございました。
　　

　「食べ物がなくて食べられない！」を支援したい！
満腹になってもらいたい！という願いを込めてフード
バンクみたかが作ったまんぷくBOX。いつでも市民の
皆様からのご寄付をお預かりできるように令和2年3月
16日からみたかボランティアセンターに設置していま
す。設置してから約１年、多くの皆様から食品の寄付
をお預かりしました。心よりお礼申し上げます。
　お預かりした食品はすべてフードバンクみたかを通
じて、食の支援が必要な方へお渡ししております。
　ご自宅に未開封で賞味期限が
1ヶ月以上の常温保存食品があり
ましたら、ぜひご寄付をお願いい
たします。

寄付いただきたい食品
　1位　お米・パックご飯
　2位　カップ麺・袋麺
　3位　パスタソース
 （フードバンクみたかThankscardより）

　私たちは、自分たちの住む地域で安心して暮らせる地域
のつながりづくりを行うボランティアです。

私たちの班は子育て支援が特徴です！
　他班では高齢者向けのイベント開催が多いなか、けやき
班は子育て世代を対象とした活動をメインに行っていま
す。このエリアは老人クラブの活動も活発なので、役割分
担をしています。ネット員16名は非常に仲が良く、自分ができることに積極的に携わっ
て、無理なく楽しく活動しています。

やりがいを感じる活動です！
　10年以上活動していると、子育てサロンに来ていた赤ちゃんが中学生になっていたり、
その成長を見守れるのが楽しみです。赤ちゃんを連れてきていたお母さんが今ではネッ
ト員として活動してくれるようになりました。また、ボランティアとして参加している
けやき班が自分の居場所にもなっています。

一緒に活動する仲間を募集しています！
　老若男女を問わず上連雀１～３丁目にお住まいで、地域の見守り
活動や子育て支援に興味がある方、何か自分の住む地域での活動
に携わりたい方は、ぜひ一緒に活動しましょう！

私たちは私たちは

新しい学童保育所ができました

三小学童保育所Ｃ三小学童保育所Ｃ

ネット員です！ネット員です！

けやき班
上連雀１～３丁目

［左から岸野さん、明田さん、浅羽さん］

　在宅サービス係で家族介護者交流事業やケアマネジャー業務等を担当して
います。
　介護中の方がお喋りしながら情報交換や相談、仲間づくりができる「介護
者ひろば」等の開催や家族介護者向け講座の企画・開催を中心に担当してい
ます。皆さんとの関わりを通じて、様々なことを教わりながら、地域に貢献
できるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

 ＜長友 友美（ながとも ゆみ）＞

職員紹介

〈三鷹駅周辺地区〉

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

ほのぼのネットについての詳細はこちら ➡

三小学童保育所Ｄ三小学童保育所Ｄ

1763.75 ㎏の
食品をお預かりしました！

まんぷくまんぷく
BOXBOX 報告

子育てサロンを月１回開催
クリスマス会（明田ネット員サンタ）の様子

　今年度、新たに開設された学童保育所をご紹介します。
　それぞれの部屋の特徴を生かして過ごしながら、職員一丸と
なって安全安心の学童保育所を目指しております。新しい学童保
育所で子ども達と一緒に楽しい思い出をたくさん作っていきます。

高山小学童保育所 D高山小学童保育所 D

マンション１階の一部が学童保育所に生まれ変わりました。
やさしい色合いで温かい雰囲気の室内です。室内のオブジェ
は、それぞれ【温かな家】【豊かな自然の森】をイメージし
ています。

高山小学童保育所Cの２階に
オープンしました。
窓が多く、日当たりの良い明
るい部屋です。

　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（障がい児は４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。
★がくどうFacebookでは、日々の育成の様子や活動を紹介しています。是非ご覧ください！
みたか社協がくどう がくどう担当　℡0422－46－1192問

東台小学童保育所 A 分室東台小学童保育所 A 分室

校舎西側の一角をお借りして
います。東台小学童保育所Aか
らすぐなので、活動内容によっ
て使い分けて過ごしています。

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
どに採用されています。本号から、読み取
り機能付き携帯電話などで記載内容が確
認できるUni-Voiceになりました。

音声コードでバリアフリー化 ③


