
ご来場お待ちしております。詳細は社協HPをご確認ください。

輪投げ、手話ダンス、フラダンス
筋力測定会

会場
プラザ３階
会議室

10：00 ～ 11：00
「10 年先の自分の健康を考える」
日本女子体育大学健康スポーツ学専攻
夏井 裕明教授（医師）

講 演 会

催し内容

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
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　市民の皆さまのご協力により、今年も多くの募金が
集まりました。
　皆さまからの心あたたまる募金は、三鷹市内の福祉
施設や団体の事業運営等に活用されます。
　ご協力頂いた皆様に、心より御礼申し上げます。

2P･･･		あなたのまちの「生活支援コーディネーター」をご存知ですか？、
	 知らなかった！会費のあんなこと・こんなこと、ご寄付
3P･･･		インフォメーション、歳末たすけあい運動、
	 福祉のしごと　相談・面接会
4P･･･	がくどうほいく、ほのぼのネット班活動紹介、募金箱のあるお店

目
次

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました。
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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

ウェルキャブ車両を3日間
無料貸し出しいたします。
※都内在住の方に限ります

〒181-0014  三鷹市野崎3-8-10

カーテラス三鷹店

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

　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30年６月１日～８月31日】（順不同、敬称略）

●�一般寄付　　　　　志賀興業（株）����������������������� 200,000円
　　　　　　　　　　匿名��������������������������� 101,710円
●福祉基金　　　　　東京三鷹ライオンズクラブ����������������� 524,274円
　　　　　　　　　　匿名��������������������������� 300,000円
　ご寄付くださった方のうち、5万円以上の方を掲載させ
ていただいております。なお、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。

行政書士星川総合法務事務所
電話相談は無料です。（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・三平ストアー近く）

相続と遺言　想いをつなぐ相談室
家族を争族としないために

相続・遺言書・遺産分割の専門相談室です。
検　索想いをつなぐ相談室

　生活支援コーディネーターは、高齢者の皆さまが生きがいをもって健康に暮らせるように、市民の皆さまに主体的に関わっ
ていただきながら介護予防体操や趣味活動、新たなサービスづくり等を行っています。
　「介護予防の体操をやってみたい」「趣味活動を始めてみたい」「ボランティアを始めてみたい」と思ったときは、ぜひコー
ディネーターにご相談ください。
　また、何かを始める第一歩として楽しい講座も企画していますので、こちらもぜひお気軽にご参加ください。

　会員の皆様から頂いた会費は、様々な事業に使わせていただいております。
　今回は会費を元に行われた事業の一部を紹介させていただきます。

地域で見守り活動など
を行う「ほのぼのネッ
ト」の活動支援や研修
に加え、見守り防災グッ
ズ「安心くん」の配布
などを行っています。

三鷹市に住む高齢の方を対象に、ストレッチ、吹
き矢、ヨガなど様々な「介護予防体操」を開催し
ています。他にない特色として、スマホやタブレッ
トなどの運動以外の講座を行っています。

ボランティアの養成・啓発
講座に加え、ボランティア
が必要な人を結びつける
マッチングを行っています。

子育て世代が地域の中でつながりをも
ち、楽しく子育てができるよう、子育
てサロン・サークルの立ち上げ支援や
運営費の助成事業を行っています。

年4回の「社協だより」や社
協の活動をまとめた機関誌「ゆ
りかご」を発行して、社協の
活動をお知らせしています。

1. 地域の見守り活動

2. 高齢者の支援 3. ボランティアの支援 4. 子育て支援 5. 広報・PR

問 �みたかボランティアセンター（0422-76-1271）、
もしくは各地区の地域包括支援センターへ

（全市）社会福祉協議会（みたかボランティアセンター 0422-76-1271）：竹川　健太郎、髙木　洋人

【開所時間】月曜～土曜（年末年始、祝日を除く）午前 9時～午後 5時

☆�この２年間で新たに活動を始めた介護予防体操の会は 40団体！
☆�男性向け講座でバルーンアートをマスターして子ども向けイベントで人気者に！
☆�ちょっとした困りごとの手伝いをする「ちょこっとお助け隊」が活躍中！

生活支援コーディネーターのご紹介

担当地区 地域包括支援センター 社会福祉協議会（みたかボランティアセンター）
牟礼、北野、新川 2～ 3丁目 三鷹市東部地域包括支援センター� 坂田　治美� 0422-48-8855 吉田　邦宏
井の頭 三鷹市井の頭地域包括支援センター� 加藤　明子� 0422-44-7400 岩崎　勉
下連雀 5～ 9丁目、上連雀 6～ 9丁目、野崎 1丁目 三鷹市連雀地域包括支援センター� 吉　　彩香� 0422-40-2635 菊池　彩
下連雀 1～ 4丁目、上連雀 1～ 5丁目 三鷹市三鷹駅周辺地域包括支援センター� 市村　朋子� 0422-76-4500 堀江　美由紀
井口、深大寺、野崎 2～ 4丁目 三鷹市西部地域包括支援センター� 宮下こず枝� 0422-34-6536 髙木　洋人、新倉　成章
大沢 三鷹市大沢地域包括支援センター� 和田麻美子� 0422-33-2287 道三　啓吾
中原、新川 1・4～ 6丁目 三鷹市新川中原地域包括支援センター� 實川　敏之� 0422-40-7204 真坂　一穂、小池　美里、竹川　健太郎

たとえば

たとえば たとえば たとえば たとえば

問 �総務係　℡ 0422-46-1108

③会費の使い道編

知らなかった！

会費のあんなこと・こんなこと

「生活支援コーディネーター」をご存知ですか？
介護予防活動・生きがいづくりお手伝い

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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親族後見人のつどい募集

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・骨董品買い取ります

�内 シーツ交換のお手伝い
日 �月～金曜日、週１回より　午前９時～12時、または午前９時～午後４時（応相談）
所 下連雀９丁目　他 交通費支給

�内 高校生に勉強を教える
日 �毎週火曜日　午後６時～８時　所 連雀コミュ二ティ・センター（下連雀7-15-4）

�内 一般開放している地域交流の場で、子どもの見守り（遊びや学習の見守り、駄
菓子販売のお手伝い）

日 �毎週火・水曜日　午後１時30分～４時30分、土曜日　午前10時～正午
所 くまちゃんハウス（牟礼５-12-26）
他 Facebook、インスタグラムあり。「くまちゃんハウス」で検索ください。

�内 模擬店販売や駐輪場の整理など
日 �11月18日（日）午前９時30分～午後２時
所 三鷹中央防災公園、元気創造プラザ（新川6-37-1）
他 福祉に興味ある方も、ボランティアが初めての方も、どなたでも大歓迎！皆で一緒
にバザーを楽しみましょう♪

�内 老人ホームで俳句、英会話、書道、手芸の講師をして下さる方
日 �週１回～月１回で応相談
所 野崎３丁目（俳句）、牟礼７丁目（英会話、書道、手芸）　他 交通費支給

介護老人保健施設のお手伝い

アリスみたか（三鷹市ひとり親家庭福祉会）での無料塾のお手伝い

牟礼キチくまちゃんの子どもの見守り ※急募！

福祉バザーのお手伝い

老人ホームで講師をして下さる方

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 ）

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information（インフォメーション）information（インフォメーション）

　家族を介護している介護者の皆さんのほっとできる場「介護者カフェ」を開催します。
　10月17日（水）に「介護者カフェ�星と風」がオープンしました。ぜひお越しください。

案内 介護者カフェ 星と風

権利擁護センター１５周年記念事業
成年後見制度って何だろう？

―紙芝居「もう一度笑顔になりたい」から考える―

在宅サービス係　℡0422-79-3505問

総務係　℡0422-46-1108問

権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203　FAX0422-71-2053

権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203　FAX0422-71-2053

問

問

　小金井市社会福祉協議会（小金井市権利擁護センター）と共催で、親族の後見人等
として活動している方を対象に、日頃の活動の中で抱えている不安や悩みなど、同じ
活動をしている皆さんで情報交換を行います。

日 �平成30年12月８日（土）　午後２時～５時　（受付：午後１時30分～）
所 �元気創造プラザ３階　会議室
�内 ・成年後見紙芝居「もう一度笑顔になりたい」
� ・基調講義「成年後見制度の基礎知識」
� ・パネルディスカッション「地域で活動する後見人に聞く―活動して笑顔になるとき―」
対 �市内在住・在勤・在学の方　定 �60名（申込制）　￥ 無料
申 �下記へ電話又はFAXでお申し込みください（先着順）
�　（主催）権利擁護センターみたか
　�（共催）弁護士法人多摩パブリック法律事務所
　�公益社団法人�成年後見センター・リーガルサポート東京支部武蔵野地区

日 �12月４日（火）午後１時30分～３時　※希望者は本会より送迎有り
所 �小金井市社会福祉協議会（小金井市本町５-36-17）
￥ 無料　申 �11月30日（金）迄に下記へ電話でお申し込みください。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

イベント

日 �毎月第３水曜日　午後１時30分～３時30分
所 星と風のカフェ（下連雀3-8-13　三鷹駅前コミセン並び）
内 �介護者同士の交流、情報交換、息ぬき　申 �不要。直接会場にお越しください。
￥ 100円

歳末たすけあい運動 福祉のしごと
相談・面接会

いただいた募金は来年度下記の事業に活かされます。

12月 1日
～31日まで

　「歳末たすけあい運動」は、戦後の混乱期に、市
民のたすけあい精神により、生活に困窮する方々
への物資の持ち寄り運動として始まりました。
　その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、
地域での安心・安全な暮らしを支えるための貴重
な募金として様々な取組みに活用されています。
　皆さまからのあたたかいお気持ちによる募金は、
三鷹の地域福祉活動の充実や、福祉のまちづくり
の推進に活用されています。募金は、お住まいの
町会・自治会を通じて、あるいはみたか社協にて
受け付けています。
　あたたかいご支援をお願いいたします！

■�ほのぼのネット事業
	 	地域の高齢者の方を対象にした
見守り活動やお茶会などのイベ
ントを開催

■�子育て応援事業
	 	子育てサロンの開催や子育て
サークルへの助成

■�介護予防事業
	 	高齢者を対象としたヨガ、スト
レッチなどの講座を開催

■�ボランティア養成事業
	 	ボランティアを育成するための
講座やイベントを開催

■�助成事業　等

12月１日 (土 )	午後１時
から３時　三鷹駅南口に
て街頭募金を実施します。
当日は、社協職員と市内
福祉施設・ボランティア
の皆さんが駅頭に立ちま
す。ぜひお立ち寄りくだ
さい！

11月３日（土・祝）
午後１時～３時30分 ※受付は午後３時まで

三鷹市公会堂別館さんさん館３階多目的会議室（野崎1-1-1）
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、保育士など）。フルタイム、パートタイムなど雇用スタイルも様々です。

◎資格不要の求人もあります。
◎最寄のハローワークから求人票をチェックできます。
◎雇用保険受給中の方へは参加証明書を発行します。

主催：三鷹市社会福祉協議会（在宅サービス係） ℡：0422-79-3505
　　　東京都福祉人材センター ℡：03-5211-2860
共催：三鷹市／三鷹市介護保険事業者連絡会／ハローワーク三鷹／
　　　三鷹市内社会福祉法人連絡会

参加
無料

入退場
自由

服装
自由

キッズ
スペース
あり

【おしごと紹介】
福祉施設、在宅福祉の仕
事内容などを説明します。
（午後１時から20分程度）

【相談・面接会】
採用担当者が仕事に関する疑
問や質問などにお答えします。
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
祉のしごとに関する総合
的な相談をお受けします。

ボランティア募集募集

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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　平成12年から活動
を始めて18年にな
ります。下連雀７丁
目・９丁目の地域で
す。毎月定例会を金
曜日に行い、主な活
動としては年３回の食事会を開催し、毎回50名位の参加
者がいます。食事会では、楽器演奏などの催しや、地域包
括支援センターの身近な生活のお話、参加者皆で歌うなど
楽しんでいます。お帰りには、小さな花束とほのぼのネッ
ト員の手作り品をプレゼントしています。次回にも参加さ
れることを願って地域の交流の場となるよう努力しており

ますので、お知
り合い、お友達
をお誘いくださ
い。お待ちして
おります。

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 ）

　第19回目となる今回は創業52年「株式会社ＡＺＵＭＡ」さんを
紹介します。統括部長の沼里さんにお話を伺いました。本社は三
鷹駅南口から徒歩５分ほどの法専寺隣にあり、「是非、世間話をし
に来るような気持ちでお店にお越しください。」とおっしゃるよ
うに、店内は明るく入りやすい雰囲気。
　葬儀だけでなく、生前相談や訪問看護ステーション、元気ひろ
ばおれんじというフリースペースを市民の集いの場に開放して
くださったりと、様々な方面から私たちの暮らしを支えてくだ
さっています。
　毎年1000人近くが来場するイベント「AZUMA感謝祭」で収益
の一部を東日本大震災の義援金に寄付したことをきっかけに、こ
れからも地域に貢献したいという思いから、募金箱を置いてくだ
さるようになりました。
　また、地域の皆さんに感謝を伝えたいとい
う思いから、「市内の祭りに参加して焼きそ
ばを焼くこともあるんです。これからも地域
に密着した活動を進めたい。」と笑顔でお話
くださいました。

店　　名：株式会社AZUMA
住　　所：〒181-0012�三鷹市上連雀2-5-15
営業時間：午前９時～午後５時
電話番号：0422-49-0001

募金箱を置いてくださいませんか？募金箱を置いてくだ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。

問 �総務係　℡0422－46－1108

　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
くは本会のホームページをご覧ください。

なでしこ班

問 �ボランティア・地域福祉推進係
　�℡0422ー76ー1271

「募金箱の
ある
お店」
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３月第２金曜日（予定）�食事会
６月　　　　〃� 食事会
１１月　　　〃� 食事会
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学童児が
手作りした
おもちゃも
あるよ♪

　一面で紹介した福祉バザー「がくどうコーナー」の昨年の様子です。
毎年、みたか社協の学童の先生が、子ども向けコーナーを担当していま
す。今年はスポーツエントランス前ホール（B1）でお待ちしております。
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みたかハンディキャブの
運転ボランティア説明会

日　時　平成30年11月4日（日）　午前10時～11時
条　件　第一種普通運転免許証を持つ26歳～73歳で運転歴２年以上の方
　　　　※国土交通大臣認定の福祉有償運送運転者講習の受講が必要です。
　　　　　11月24日（土）・25日（日）開催予定の講習会を利用できます。
会　場　上連雀分庁舎
申込み・問合わせ　同事務局　☎ 41-0185　FAX 41-0274
メール　mcab3@jcom.zaq.ne.jp　　HP　http://www.mcab.jp/

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。

問 �がくどう担当　℡0422－46－1192

HPはコチラ☝

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


