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会長新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
市民の皆さまには、新しい年へのそれぞれの思いを胸にお正月を迎えられたこととお慶び申し上げます。今年こそは
コロナ禍から解放された自由で活発な1年としたいという願いは市民の皆さま共通のものでしょう。今年こそ、わが社協も
「誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」に向けて力強く新たな一歩を踏み出す1年にしたいものであります。
コロナ禍はたしかに三鷹市のまちづくりや地域福祉の推進さらには市民生活そのものにも大きな影響をもたらしました。
しかし停滞や後退は許されません。現在策定中の、みたか社協「地域福祉活動計画Ⅶ」（2023年～2026年）をベースに、
新年度からも三鷹市の地域福祉の充実に取り組んでまいります。
本年も市民の皆さまの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　亀谷�二男

　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
啓発を目的に福祉映画を上映していますが、諸般の事情により第27回福祉
映画会を中止いたします。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

第27回　福祉映画会の中止について（お知らせ）第27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

よろしくおねがい
します！

よろしくおねがい
します！

この腕章を目印に、ほのぼのネット員さんと

子どもたちが顔見知りになり、地域でより

安心して過ごせることを願っています！

本会では今年の４月より井口小学校の地域子どもクラブ（井口
フレンド）事業を行っています。詳細は次号でお伝えします。

井口小学童保育所の

帰りの会に来てくださった

ほのぼのネット深大寺北班の

皆さんとご挨拶！安心安全がくどう
みまもりたい！

♪ほのぼのネット員さん　♪ほのぼのネット員さん　

みんなで心をこめて

作りました！

がくどうみまもりたいとは…

学童保育所から
の帰り道などを

見守っていただ
いています。地

域の方が、子ど
もたちへ声を

かけやすい関係
づくりを目指し

ていきます。

（（内容については
内容については ))

  4 ページ  4 ページ　　　　　　　　　　　との交流♪
　　　　　　　　　　　との交流♪

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）
（2022年8月１日～ 10月31日）

●一般寄付
【法人・団体ご寄付】
　禅林寺龍華会基金（3件）……………… 300,690円
　三鷹商工会女性部（4件）………………… 77,854円
　山下産業株式会社　募金箱…………… 15,456円
　三鷹市赤十字奉仕団（4件）……………… 10,013円
　セコムSCセンター… ………………………4,690円
　写団「蜘蛛」…………………………………2,585円
　三鷹市立第六小学校第53回卒業生一同… …341円
【個人ご寄付】
根道　一男（3件）　　寺門　都　　井本　剛
工藤　むつ子　　　……匿名（6件）

●一円硬貨募金
【法人・団体ご寄付】
三鷹商工会　募金箱……………………… 15,623円
高齢者福祉センター　募金箱………………5,849円
三鷹駅前市政窓口　募金箱…………………5,821円

朝日湯　募金箱………………………………5,550円
三鷹市赤十字奉仕団（3件）…………………3,570円
株式会社まちづくり三鷹　募金箱…………2,625円
季寄せ蕎麦柏や　募金箱……………………2,222円
株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱……1,793円
四つ葉ときわクラブ…………………………1,600円
福寿会…………………………………………1,570円
株式会社ライクス……………………………1,499円
北野東晴クラブ………………………………1,448円
竹の葉薬局三鷹新川店　募金箱……………1,106円
株式会社AZUMA……………………………1,051円
上二親交クラブ………………………………1,023円
民生児童委員　生活福祉部会…………………939円
三鷹東部市政窓口　募金箱……………………921円
エスコート交通株式会社　募金箱……………777円
株式会社花のサンライズ　募金箱……………702円
三鷹台市政窓口　募金箱………………………110円
元気ひろばおれんじ　募金箱…………………100円

みたか社協　寄付

総務係  ℡0422－46－1108問 〈ご寄付者一覧〉

三鷹モダンタイムス　募金箱………………… 37円
三鷹中央リハケアセンター　募金箱………… 10円

【個人ご寄付】
　鴨木　三郎　　水谷　ヤエ子　　匿名（5件）

●未来のみたか福祉基金
【個人ご寄付】
　吉野　壽夫

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。

　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。）

【多量の際の回収依頼先】
多量の場合は、「カバーヌ」へ直接回収を依頼することもできます。
�その際は、下記へご連絡の上「みたか社協に寄付したい」旨をお伝えください。

障がい者就労支援事業所 カバーヌ／株式会社 浩
こ う

仁
じ ん

堂
ど う

〒180-0022 武蔵野市境1-17-6-106
TEL ／ FAX  0422-55-1533　HP  http://cabane-cot.tokyo/

　みたか社協では、障がい者就労支援事業所「カバーヌ」と協力して、不要な本 ･
CD･DVD などの買取金額を、市内の地域福祉推進事業に活用する取組みを始めました。
誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくりを進めるため、ご協力をお願いします。

―不要となった本や CD などをみたかの福祉に活用できます――不要となった本や CD などをみたかの福祉に活用できます―

ご寄付方法⇒本やCDなどは下記２か所にご持参ください。

① 元気創造プラザ３階 みたか社協窓口
　（月～金 午前９時～午後５時）

② みたかボランティアセンター
　（月～土 午前９時～午後５時） 【 交通アクセス 】

ご寄付いただいた物品は、必要としている方にお渡しする
などして活用させていただきます。

「不要入れ歯回収BOX」
不要な入れ歯
＠元気創造プラザ3階 ＠みたかボランティアセンター

「まんぷくBOX」
食品

「こころBOX」
未使用の生理用品

他にもこんな取組みをしています

あ るに がな 寄で あた 付き る

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

ご連絡お待ちして
おります

☎0422-41-0185

福祉車両で外出のお手伝い
運転ボランティア募集中！

ご都合のつく時にお時間をお貸し下さい

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）

案内 電話訪問を利用しませんか？　市民ふくし講座
　「親が認知症になる前に
知っておきたい成年後見制度」

講座

　「高齢の親が認知症などで判断能力が低下したら銀行
からお金を引き出せるの？」「相続などはどうなるの？」
そうなる前に知っておきたい成年後見制度などの役立
つ制度を学びましょう。
日……令和5年3月18日（土）
	 午後1時30分～午後3時30分（受付:午後1時）
講……浮田哲郎司法書士
所……元気創造プラザ３階会議室
	 ※	当日会場に来られない方

向けにZoom配信を行い
ます。

定…	会場20名　Zoom10名
　	（予約制・先着順）
申…	令和5年2月20日（月）～3月3日（金）
	 		「権利擁護センターみたか」までお電話でお申し込
みください。

　	（	受付時間：		平日午前9時～午後5時、土、日、祝日、平日
午前12時～午後1時除く）

￥…	無料
問…権利擁護センターみたか　℡0422－46－1203

　みたかボランティアセンターでは、1人暮らし（日中１人の方も含む）の方の孤独感や不安の解消、安
否確認の目的で週１回電話での訪問を行っています。
　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、心の拠り所です。」というお声をいただいて
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……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
日……月曜日・金曜日	 午前10時～12時　もしくは午後2時～4時
	 水曜日	 午前10時～12時
	 いずれかご都合の良い時間帯
￥…	無料
内…電話訪問員（ボランティア）が週１回定期的に電話で話をうかがいます。
	 ※	お話し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。
問…みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271

　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ごとのある方から
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。ぜひお気軽に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　～地域活動の支援～

今回は連雀地区で再開した朝の子ども食堂を紹介します！

連雀
地区

　もともと第七小学校そばの三上工務店で平成30年12月から開催していたもぐもぐ食堂。コロナ禍では食事を宅配する
方法で継続していました。今年度に入り、もう少し広い会場で開催できないかと地域福祉コーディネーターに相談があり、
上連雀地区公会堂で令和4年9月から再開しました。温かい混ぜ込みご飯と具だくさんお味噌汁を提供しています。
　7時30分になると少しずつ子どもや保護者が来はじめます。手を洗ってから好きな席に座って黙食し、食べ終わったら登
校時間になるまで2階の和室でそれぞれタブレットを見たり、おしゃべりしたり、ダンスの練習をしたりして過ごしています。
8時10分になると「学校に行くよ～。」とみんな登校していきます。
　スタッフも参加者も少しずつこの形式に慣れてきて、毎回参加者が増えて20名位の親子の参加があり、うれしく思ってい
ます。
　12月には第七小学校の協力を得て、家庭科室で朝の食堂を開催しました。会場となる家庭科室の下見を
行い、学校と打ち合わせ、チラシを作り、たくさんの方の協力を得て開催に至りました。

　地域福祉コーディネーターは地域で活動する団体のサポートもしています。今回ご紹介した取り組みは、
「もぐもぐ食堂」が主体で活動していますが、地域の情報提供や他団体とのつなぎ役、ボランティアの
募集など、社協のつながりを活かしながら活動支援をしています。

“1 日の始まりは朝食から”をモットーに“1 日の始まりは朝食から”をモットーに

もぐもぐ食堂もぐもぐ食堂
毎月第２・４水曜日

朝開催中！

案内 「みたか親の会」を開催しています

日……毎月第2水曜日　午前10時～11時30分
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をもつ方　￥…	無料　申…	直接会場にお越しください。　定…	15名
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）

高 齢 期 は 支えあって

NPO法人 humanloop・人の輪
住所 三鷹市下連雀 4-5-19

元気に

暮らす

シンプルに

スマートに

み た か の 家
0422-26-8770

E メール humanloop@cameo.plala.or.jp 

HP http ;//mitakanoie.jimdo.com 

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

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

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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三鷹みんなで地域体操
「うごこっと」をご存じですか？

℡0422－76－1271
みたかボランティアセンター問ほのぼのネットについての

詳細はこちら

きんにくぼきんくん
（30 歳）〈みたか社協のHPはこちら〉↑

　皆さまからのあたたかい善意は、三鷹市の地域福祉
を推進するために役立てさせていただきます！
　募金をより身近に感じてもらうため、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。今年は三小学童保育所A・
B 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で
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。

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。

　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。

　地域のみなさんが気軽に集える場づくりに取り組んでいます！
　地域の見守り活動である“ほのぼのネット事業”は、平成４年度に開始
し今年度で30周年を迎えます。
　それを記念して、３月末に“社協だより　ほのぼのネット事業特集号”を
発行いたします！ぜひご覧ください♪

　「うごこっと体操」は高齢者一人ひとりが介護予防に取り組
み、身近な場所で仲間と一緒に行う体操メニューとして令和２
年度に誕生しました！
　この度冊子・動画と合わせて、運動習慣の継続に役立つよう

私たちは私たちは

ネット員です！ネット員です！

　放課後児童育成係…第３ブロック長の
永山裕美子です。市内34か所ある学童

保育所のうち26か所を三鷹市より指定管理を受けて、
みたか社協が管理運営しています。学童保育所は小学
校１～３年生の（障がいのある児童は４年生まで）遊
びの場であり、生活の場です。子ども
の人口は減っていますが、学童保育所
を利用する児童は年々右肩上がりで
す。日々、異年齢の仲間とともに、遊
びや生活を通して、たくさんのことを
学んでいます。

職員紹介

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

がくどうたんけん動画！

動画はこちら

A1サイズのポスター を作成しました！
（防災マップと同じサイズです）

　ご希望の市民の方に配布しております。
　数に限りがございますのでご希望の方
はお早目にご連絡ください。
　「うごこっと体操」をつかってみんなで
楽しく運動、交流しましょう♪

　みたか社協の学童保育所では、近隣幼稚園・保育園の年長児を対象に、学童保育所内
の見学・体験ができる『がくどうたんけん』を行っています。今年度は３年ぶりに実施する
予定です
　昨年度までは、学童保育所の室内を紹介した「がくどうたんけん動画」を
見てもらっていました。
　こちらの動画をみたか社協がくどうHPに掲載しています。

ぜひご覧ください

★動画の一部です★

校庭のほかに、公園で遊んで
いる学童保育所もあるよ 

いろんなおもちゃ、本が
あるよ。みんなで遊ぼう♪ おやつも食べているよ

「何時まで利用できるの？」など、
育成についての疑問に答えています。

学童保育所 Ｑ＆Ａ
学童保育所以外の、放課後に過
ごせる場所を紹介しています。
みたか社協、学童保育所にパン
フレットを置いています。

ほうかごのすごしかた

　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、日々の育成の様子や活動を紹介
　しています。ぜひご覧ください！
みたか社協がくどう がくどう担当　℡0422－46－1192問

HPはこちら

見て見て！
見て見て！

掲載しています
掲載しています

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

三鷹支店
住　所：三鷹市下連雀 4-17-9
ＴＥＬ：0422-47-3281
E-mail：mitaka＠seibushinkin.com

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

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


