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新年明けましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、心穏やかにお正月をお過ごしのこととお慶び申し上げます。
一昨年の春から始まったコロナ禍は、三鷹の地域福祉や市民生活の様々な分野に影響をもたらしました。
みたか社協が運営する高齢者福祉センターやボランティアセンターでは、昨年末頃から、ようやく通常どおりの運営に戻すことができ
ましたが、コロナ禍で停滞してしまった見守りなどの地域活動を元に戻すことは、なかなか容易なことではないと思います。
みたか社協が目指す「誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」にむけて、三鷹市の地域に根ざした福祉施策の充実・推進にあ
らためて取り組んで参ります。
三鷹市をはじめとする関係機関の皆さま、市民の皆さまと共に地域福祉の向上にむけて、引き続き努力をして参りますので、本年もご
支援とご協力を、よろしくお願い申し上げます。
� 三鷹市社会福祉協議会　会長　吉野　壽夫

　本会では、毎年三鷹市ボランティア連絡協議会と共催して、地域福祉の推進
を目的に福祉映画を上映していますが、新型コロナウイルス感染症の流行長期
化のため、参加者の健康と感染拡大防止の観点から、第26回福祉映画会は中止
いたします。
　ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第26回　福祉映画会の中止について（お知らせ）第26回　福祉映画会の中止について（お知らせ）

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271　問

　ボランティアセンターから電話をするのは、電話訪問員と呼ばれるボランティアの方々です。
　週に一回、定期的に電話でお話を伺うことで、安否確認及び孤独感や不安感の解消を目指して
います。お話する内容はどんなことでも構いません。お話ししたことの秘密は守られます。
　ご利用されている方からは「電話訪問がない日は誰とも会話しない。誰かと話すと気分が晴れ
やかになる」「毎週、電話の前で心待ちにしている。電話訪問は悩みや楽しみを誰かと共有でき
るので心の拠り所になっている」というお声をいただいています。そういった、訪問を楽しみに
待っている方々との心のふれあいをやりがいに訪問員は活動しています。多くの方々のご利用の
申し込みをお待ちしています。ご興味のある方はみたかボランティアセンターまでお気軽にお問
い合わせください。

対　象：三鷹市内にお住まいで、概ね65歳以上の日中お一人でお過ごしの方
実施日：毎週月・水・金のいずれか（水曜日は午前中のみ）
費　用：無料

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271　問

電 話 訪 問 事 業高齢者
①月曜日　午前 10時～ 12時
②　〃　　午後 2時～ 4時
③水曜日　午前 10時～ 12時
④金曜日　午前 10時～ 12時
⑤　〃　　午後 2時～ 4時
のうち、週一回ご都合の良い日で、
利用者大募集中です！

〈電話でおしゃべりしませんか？〉〈電話でおしゃべりしませんか？〉

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、日ごろの生活に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、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1名ずつ
地域福祉コーディネーターを配置しています。地域福祉コーディネーターへご相談ください！

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

地域福祉コーディネーターの取り組み　～新しい「場」づくり～②

　ある集合住宅に住む小学生が、国語や算数の基
礎を勉強するために、近所で学習支援の場がない

かと、普段から小学生の家族と関わりのある支援団体ピナットからみたかボ
ランティアセンターに相談がありました。そこで市内でフリースクールや若
者支援を行っているNPO法人文化学習協同ネットワークに相談し、児童の
自宅近くで新たに学習支援の場を開催することになりました。近所にも学
習支援を希望する子がいるということで、声をかけて一緒に参加してもらう
ことになりました。勉強を教えるボランティアについては、文化学習協同ネッ

トワークから大学生に声をかけてもらい、学生ボランティアの協力を得て、
夏休み期間中の 8月に地区公会堂で4日間の学習会を開催しました。
　その後も継続的な学習の機会が必
要ではないかと話し合いを重ね、11月
から新たな場所を借り、毎週月曜日の
夕方に開催しています。子どもたちも
徐々に慣れ、一生懸命勉強に取り組ん
でいます。

学習支援の場学習支援の場 ～無料学習会の開催～ ～無料学習会の開催～連雀
地区

今回は連雀地区で立ち上がった新しい「場」を紹介します！

歩 まて んい せみ か
密になれない
今だから、

　みたか社協では、お持ちの歩数計やスマホなどで歩数をカ
ウントし、それを記録・確認することで歩く運動の継続を後押
しする「歩く運動奨励事業」を実施しています。
　確認は10万歩ごとに行い、自分のペー

スで1,000万歩歩くことを目標とします。また、1,000
万歩を達成後も記録の確認をしており、なかには一億
歩も歩いた方も！！
　この事業は、平成元年から行っており、延べ4,000
人以上の方が参加され、300人以上の方が1,000万
歩を達成しています。
　密にならずにできる運動習慣として、皆さまも参加し
てみませんか。
【参加対象】三鷹市内在住の55歳以上の方
【参加方法】�元気創造プラザ３階みたか社協窓口にて参加登録を

お願いします。
総務係　℡0422－46－1108問

本会の吉野壽夫会長も
2,000万歩を達成！！

開 催 日� 令和４年２月25日（金）、３月25日（金）
� ①午後１時３０分～２時２０分　
� ②午後２時３０分～３時２０分　（予約制、１人５０分）
会　　場� 元気創造プラザ３階相談室
内　　容� �介護の悩み、不安、心配、疑問など、相談員が話を聴き、

アドバイスします。
� �介護保険のしくみや病気、薬についても相談できます。
相 談 員� 椎橋　章子氏（看護師、緩和ケア認定看護師）
対　　象� 三鷹市内在住でご家族を介護されている方
料　　金� 無料
予約方法� �在宅サービス係へ電話で申し込む。
� 「介護相談希望」とお伝えください
� （土・日曜、祝日を除く。
　　　　　�午前９時～午後５時）

介護者のための介護者のための

「介護なんでも相談室」「介護なんでも相談室」
を開設します。を開設します。

次期計画策定のための策定委員を 公募 公募 します
　みたか社協では、地域福祉の推進を目的として、その具体的実施方
法を定めた地域福祉活動計画を策定しています。次期の計画は令和 5
年（2023 年）から令和 8 年（2026 年）を計画期間としており、令和
4 年（2022 年）に策定を行います。この計画策定に携わる、策定委員
を公募します。
任　　期：委嘱日から令和 5年 3月31日まで
人　　数：２名
弁 償 費：１度の出務につき1,000 円（税込）
要　　件：下記に該当する三鷹市民の方
� ・地域福祉活動に興味や関心がある方
� ・応募日現在で他の審議会等の委員でない方
� ・国または、地方公共団体の職員でない方
申込方法：�令和 4年 2月14日（月）までに、応募用紙（本会ＨＰより

ダウンロード可）と、「これからの社協活動のあり方」をテー
マにした作文（書式自由で400 字程度）をご郵送ください。
なお、ご希望の方には応募用紙を郵送いたしますので、ご連
絡ください。結果については、3月上旬を目処に郵送にてご
連絡します。 総務係　℡0422－46－1108問

三鷹市社会福祉協議会

在宅サービス係　℡0422－79－3505問申
E-mail：zaitaku@mitakashakyo.or.jp

　高齢者や障がい者など判断能力が十分でない方を狙った消費者被害につ
いてと、そうした被害を防ぐための手段としての成年後見制度についてご紹
介します。
日　　時� �令和 4 年 3月2日（水）
� 午前10 時～12時（受付 : 午前 9 時 30 分～）
開催方法� Zoom（招待URLをメールにて送付します）
� ※ �Zoomが使えない方に向けて、定員10名まで会場での聴講可。

（会場：元気創造プラザ３階会議室）
講　　師　三鷹市消費者相談員　田口弓子氏
　　　　　照井司法書士事務所　照井弘行氏
定　　員� Zoom：30 名（予約制・先着順）
　　　　　会　場：10 名（予約制・先着順）
申込方法� �Zoom：�みたか社協HPの「お問い合わせ」フォームから申し込む。
　　　　　会　場：権利擁護センターみたかへ電話で申し込む。
申込期間　令和４年２月７日（月）～２月18日（金）
参 加 費　無料

権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203申 問
E-mail：kenri-mitaka@mitakashakyo.or.jp

市民ふくし講座

『消費者被害と成年後見制度』『消費者被害と成年後見制度』

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



みたか社協だより　N0.160　１月号 2022（令和４）年１月31日発行　　3
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締切〆
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みたか社協へのご寄付 皆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8月1日～ 10月31日）

●一般寄付
【法人・団体ご寄付】

SOHO CITY みたかフォーラム　河瀬謙一 … 10,000 
セコム　SC・TE ………………………………4,372 
一小学童保育所B父母会 ………………………2,176 
三鷹商工会女性部………………………… 114,074 
東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部…… 15,305 

【個人ご寄付】
西川　博　　根道　一男（3件）　　佐藤　美奈
匿名（9件）

●一円硬貨募金
【法人・団体ご寄付】
SOMPOケアラヴィーレ武蔵境　募金箱 ……140 
エスコート交通株式会社　募金箱………………706 
観音寺　募金箱…………………………………2,052 
北野東晴クラブ……………………………………849 
キッチンコート野崎店　募金箱………………6,859 
くぬぎ会……………………………………………708 

食de絆 ……………………………………………799 
福寿会………………………………………………887 
福祉をすすめる女性の会　コーラス部………1,199 
みたかのセントラル　募金箱……………………743 
有限会社大崎電工…………………………… 23,144 
ヨウコ―キャッスル三鷹………………………… 13 
四つ葉ときわクラブ（2件） ……………………4,350 
株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱 … 128,011 
株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱 …2,256 
株式会社コモディイイダ三鷹店　募金箱 10,870 
株式会社まちづくり三鷹　募金箱………………586 
株式会社花のサンライズ　募金箱……………1,927 
株式会社矢野　募金箱……………………………638 
季寄せ蕎麦柏や　募金箱………………………1,886 
三鷹駅前市政窓口　募金箱……………………3,850 
三鷹市赤十字奉仕団（3件） ……………………2,918
三鷹商工会　募金箱………………………………836 
三鷹上連雀郵便局　募金箱……………………9,855 

　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〉

三鷹西部市政窓口　募金箱………………………260 
三鷹東部市政窓口　募金箱………………………441 
上二親交クラブ…………………………………1,043 
新川中原コミュニティ・センター　募金箱 …2,049 
大沢コミュニティ・センター　募金箱 …………271 
大沢地域包括支援センター　募金箱…………… 31 
竹の葉薬局三鷹新川店　募金箱………………… 20 
朝日湯　募金箱…………………………………3,854 
北野東晴クラブ…………………………………6,629 

【個人ご寄付】
小林　光子　　壇上　　　室田　英二　　
石谷　孝子　　匿名　3件

●ボランティア基金
【法人・団体ご寄付】

食de絆 ……………………………………… 12,000 

みたか社協　寄付

登録ヘルパー募集募集

内 仕事：訪問介護（身体介護、生活援助）
	 資格：初任者研修修了以上
　	時給：	身体介護1,910円～、生活援助1,310円～、
	 	 有償（院内介助）1,440円～　※勤務実績に応じて昇給あり。
	 時間：午前8時から午後8時の間で応相談
	 応募：	2月1日（火）から電話で面接受付。面接時は履歴書（写真貼付）、
	 	 資格証の写しを持参。
申 �在宅サービス係　℡0422－79－3509

ボランティア募集募集

■①施設内ウォークラリー用クイズの原案②簡単なPC作業■
内 	①クイズの原案を作成②A4サイズ用紙に問題・答えを各1枚ずつ入力し依
頼のあった施設へメール送付する。

日  ①いつでも②月末にクイズ原案を1か月分まとめて依頼をします。
所 		ご自宅にて
申  みたかボランティアセンターへ電話で申し込む。
対  ①どなたでも②ご自宅にPC、メールアドレスのある方。

■子どもの学習支援■
内 	ひとり親家庭の小学4年生～高校3年生対象の学習支援。
日  主に平日の夕方以降、ボランティアのご都合を考慮して決定します。
所 		三鷹市内公共施設
申  みたかボランティアセンターへ電話で申し込む。
対  大学生を希望します。

問 みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271

メンタルヘルスボランティア養成講座講座

『子どもの発達障がい　地域の力で支えよう』
子どもの発達障がいの特徴と適切な支援の方法を知り、自分たちがボラン
ティアとしてどのように関わることができるのか考えていきます。

日  令和４年２月22日（火）午後２時～4時
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丁目３－１０）　
￥ 無料　定 30名（先着制）
対 子どもの発達障がいのボランティア活動に関心のある方	
申 	２月１日（火）～２月18日（金）の間に、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⑥受講理由を電話・FAX・
メール・直接来所にてお伝えください。

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

「みたか親の会」を開催します案内

日  毎月第３水曜日　午前10時～12時
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）
対  ひきこもりや不登校の家族、親族のことで話したい方　
￥ 無料
申 	前日までにみたかボランティアセンターへ電話で申し込む。
	 午前９時～午後５時の間（但し、日・祝日を除く）　※定員10名（先着制）
問 みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271

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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　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。

私たちは地域のみなさんと和気あいあいと
した雰囲気で活動しています！
　コロナ禍で人とのつながりが少なく
なってしまったときも、地域のみなさん
の「お話ししたい！」「みんなと会いた
い！」という声を受けて、３ヶ所で行っ

ているサロンをできる限り継続してきました。家に閉じこもっているのではなく、「こ
こに来ればみんなと会える」という居場所になっているので、こういう場所が地域に
あることはとても大切なことだと感じています。
　「やっているのは知っているけど私も行っていいの？」という方や、「サロンをやっ
ているなんて知らなかった」という方も、近所の方と知り合う絶好の機会です。まず
は1度、参加してみてください！

やりがいを感じる活動です！
　ほのぼのネット員になる前は、地域とほとんど関わりがあり
ませんでした。今はほのぼのネットを通して知り合った方々が
たくさんいて、道を歩いているときや買い物しているときに声
をかけてくれる人が増えてとても嬉しいです。お会いした時に
笑顔になってくれると、心がほっこりします。毎月のサロンも
楽しみにしてくれていて、笑顔で帰っていく姿にやりがいを感
じています。

一緒に活動する仲間を募集しています！
　地域のことを知りたい方、自分の地域での活動に興味のある方、まずは見学だけでも参加してみ
ませんか？男女問わず、お待ちしています！

私たちは私たちは

ネット員です！ネット員です！

中原コスモス班
中原３・４丁目

〈新川中原地区〉

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 ➡

がくどうたんけん

【インタビューに協力してくれたネット員のみなさん】

　権利擁護センターの
係長の高橋と申します。
権利擁護センターでは
高齢の方や障がいのあ
る方などが地域で安心
して生活できるように、
福祉サービスを利用す

るための支援や日常的な金銭管理の支援
（地域福祉権利擁護事業）を行っています。
　また、判断能力が低下した方に対して後見
人を就けて支援をしていく「成年後見制度」
の相談や申し立ての支援も行っています。
　他にも、地域福祉権利擁護事業や成年後
見制度の周知のため、市民や関係機関向け
に講座や勉強会なども実施しています。こ
うした事業や制度を少しでも地域の方に知
っていただき、安心して利用していただけ
るよう、権利擁護センター職員一同、努め
ていきたいと思います。よろしくお願い
します。

＜権利擁護センター：高橋　圭一＞

職員紹介

【11月に行ったサロンの様子】

　皆さまからのあたたかい善意は、三鷹市の地域福祉
推進のために使わせていただきます！
　毎年、市内の学童保育所とキャラワークスジャパン
さんとの協力により、募金キャラクターを作成してい
ます。今年は３小学童保育所C・Dの子どもたちに描
いてもらいました。
　子どもたちが創っ
た、性格や特徴まで
考えられた想像力豊か
な素敵なキャラクター
はみたか社協の HP
よりご覧いただけます。

　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。
★ みたか社協Facebookでは、学童保育所の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

おもしろい
おもちゃがたくさん！

お部屋の中を探検
してみよう～！

　4月からの新しい生活。新1年生になる園児や保護者の方は、これか
らの生活に期待しつつ、不安なこともたくさんあるかと思います。
　みたか社協の学童保育所では、園児の不安を解消できるよう、『が
くどうたんけん』を行っています。保育園・幼稚園の年長児が学童保
育所に来て、保育員から話を聞いたり、ブロックやボードゲームで遊
ぶなど、学童保育所を体験することができます。

　昨年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、『がくどうたんけん』をお休
みしました。代わりに、学童保育所の施設や遊びについて紹介する動画を作成し、
保育園・幼稚園にお渡ししました。今年も残念ながら学童に来てもらうことはで
きないのですが、紹介動画を作成し、保育園・幼稚園へ配布する予定です。

本やマンガも
あるよ！

みんなが来るのを
待ってます！どんなところ

なのかな～？

けしにゃんちゃん
（９歳）

歳末たすけあい運動にご協力くださり、歳末たすけあい運動にご協力くださり、
誠にありがとうございました。誠にありがとうございました。

〈みたか社協のHPはこちら〉↑

子育てサロン・イベント情報
公式LINEアカウント
子育てサロン・イベント情報
公式LINEアカウント

①【友だち追加】→【QR コード】より
　右記 QR コードを読み取る

②【友だち追加】→【ID 検索】より
　@642pwtcz  と入力

市内で開催されている子育て世代向けの情報を配信いたします♪
　 みたかボランティアセンター　☎ 0422-76-1271問

友だち追加方法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


