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私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

R

　例年3月に開催している「福祉映画会」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止とさせていただきます。毎年楽しみにして
くださっている皆様には、昨年に続き中止となってしまい大変申し
訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和2年度福祉映画会中止のお知らせ令和2年度福祉映画会中止のお知らせ

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271　問

新年明けましておめでとうございます。
市民の皆さまにおかれましては、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
昨年を振り返れば、日本国内はもとより世界中が新型コロナウィルスの脅威に翻弄された一年であったと思います。その影響は、企業
活動から個人生活にまで及ぶこととなり、社会福祉の分野も例外ではありませんでした。
みたか社協では、３月からの生活福祉資金特例貸付制度等の緊急施策に迅速に対応するとともに、コロナ禍における新たな生活様式を
実践しながら、高齢者福祉センターの運営などの事業を、徐々に再開してきました。
しかし、冬を迎えた12月には全国的に感染症の再流行、重症者の増加による医療体制の逼迫が心配される事態にもなっています。
このような状況ではありますが、みたか社協は「誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」を実現するため、三鷹市の地域に根
ざした福祉施策のさらなる充実・推進に引き続き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、より一層の努力をしてまいりますので、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

新年のご挨拶

みたか災害ボランティアセンターとは？みたか災害ボランティアセンターとは？

災害が起きた時には…災害が起きた時には…
みたか災害ボランティアセンターへ！

被災者の
ニーズ把握

ボランティアの
派遣

ボランティアの
受入れ

室内外の片づけ、避難
所での手伝い等を希望
する被災者から、ボラ
ンティア派遣の申請を
受付けます。

被災者のニーズにあわせ
てボランティアの人数を
調整し派遣します。
また、活動に必要な道具
等を貸出します。

みたか社協のホームページ
等でボランティア募集の情
報を発信し、市内外から集
まるボランティアの受付を
します。

みたか災ボラ

　三鷹市社会福祉協議会では、三鷹市と締結した「災害時におけるボランティア
活動に関する協定書」に基づき、市内で震度６弱以上の地震災害や風水害などの
大規模災害が起きた時に三鷹市からの要請により『災害ボランティアセンター』
を設置します。センターでは災害で被害を受けた被災者を支援するため、市内外
から駆けつけるボランティアの受付や派遣などのコーディネートを行います。
　センター設置後は、被災によるお困りごとやボランティアの相談を受け付けて
いますのでご連絡ください！

　災害が起きた場合、みたか災害ボランティアセンターの本部を元気創造プラザ３階
福祉センターに設置し、ボランティアの受付やコーディネートを行う事務所をみたか
ボランティアセンターのある三鷹市上連雀分庁舎（上連雀 8-3-10）に設置します。
　災害時、みたか災害ボランティアセンターは三鷹市・関係機関・団体・NPO等と
協力しながら、被災者・被災地の一日も早い復興を目指します！

～みたか災害ボランティアセンターの設置場所～～みたか災害ボランティアセンターの設置場所～

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問
【災害ボランティアセンター運営時の感染症予防は裏面へ】
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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

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

　令和2年12月から、三鷹市社会福祉協議会のFacebookを
開設しています。
　みたか社協や学童保育所の事業報告、講座の案内のほか、万
が一災害が発生し、災害ボランティアセンターが開設された際に
は、災害ボランティアに関する情報も逐一発信していきます。
　ぜひともご覧になって、「いいね！　　」お願いします。
　Facebook 開設に伴い、みたか社協および
学童保育所のブログは更新を終了し、以後は
Facebookへ移行いたします。ブックマークの
変更など、お願いします！

地域福祉コーディネーターが
自宅へ伺います！

ぼきんロボ

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、お気軽にご相談ください！

地域福祉コーディネーターにご相談ください！

　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
生活の中でお悩みやご心配のある方から
のご相談に応じ、福祉課題の解決を図る
ため、令和２年４月から大沢地区をモデ
ル地区として１名の地域福祉コーディネー
ターを配置しています。

　新型コロナウイルス感染症
の流行拡大を受け、一時閉館
していた高齢者福祉センター
ですが、令和2年 6月から
段階的に開館しています！

　令和2年11月には囲碁将棋、令和３年1月には全ての
サークル活動と介護予防講座「さわやか・ゆめ体操」が再

開の見込みです。いまだ新
型コロナウイルス感染症の
流行が収まっていないこと
から、食事やお風呂の利用
はできず、密を避けるため
様々な活動を予約制として
いますが、ぜひとも遊びに
来てください！

 【開館時間】
午前 9時から11時 45分まで
午後1時から4時まで
※�午前午後の入れ替え制で、午前中利用された方は、午後の利用は
　ご遠慮ください。

 【ゴルフ・高電位治療器・マッサージ器予約方法】
当　　日　�午前 8 時 45分から11時 45分、午後1時から4時
　　　　　の間に電話もしくは高齢者福祉センター窓口で予約
翌開館日　前日の午後3時30 分から4時30 分の間に電話で予約

 【囲碁・将棋予約方法】
毎週木曜日から翌水曜日の午後1時15分から3時45分までの間に、
翌木曜日から翌々水曜日の予約を高齢者福祉センター窓口で受付

詳細はみたか社協 HPか、もしくは高齢者福祉センターで配布し
ている案内をご確認ください。

　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たせていただきます！

　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5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、名前や年齢、出身地、
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。

福祉に関する
お困りごと・ご相談
何でも伺います！

両親の介護のことで心配！
介護保険ってどうやって
利用すればいいの？

新型コロナウイルスの影響で収入が
減ってしまい、

生活費のことで困っている！

病気があって一人で生活して
いくことに不安がある！何か
利用できるサービスはないの？

自分の特技を活かして地域で
活動したい！グループの立ち
上げを手伝って欲しい！

高齢者福祉センターやっています！！高齢者福祉センターやっています！！

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。

募金キャラクター
紹介ページ総務係　℡0422－46－1108問 総務係　℡0422－46－1108問

総務係　℡0422－46－1108問

みたか社協のFacebookを
　開設しました！

みたか社協
Facebook

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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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）

【2020年8月1日～　
10月31日】

●一般寄付

SOHO CITY みたかフォーラム  河瀬謙一 … 10,000円

吉野　壽夫………………………………… 100,000円

根道　一男（3件） …………………………… 6,000円

佐藤　信子……………………………………… 939円

三鷹商工会女性部（2件） …………………… 70,874円
三鷹小鳩幼稚園　おやじの会 ……………… 5,000円

西尾　八重…………………………………… 5,000円
禅林寺龍華会基金 …………………………… 2,500円

東京井の頭ロータリークラブ ……………… 43,000円

北多摩建設産業労働組合 …………………… 1,500円

蛯子　光子…………………………………… 5,000円

匿名（13件） ……………………………… 202,571円

●ボランティア基金
新川中原老人給食 …………………………… 4,239円

みたかボランティアセンター募金箱 ……… 6,512円

セコム株式会社TEセンター ………………… 4,800円

匿名………………………………………………3,000円

●一円玉硬貨募金

SOMPOケアラヴィーレ武蔵境　募金箱 ……… 562円

エスコート交通株式会社　募金箱 ………… 35,174円

キッチンコート野崎店　募金箱 …………… 4,829円

パーラーツバサ三鷹店　募金箱 ……………… 815円

伊藤　晃……………………………………… 14,065円
株式会社ＡＺＵＭＡ　募金箱 ……………… 1,168円

株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱 …… 31,346円

株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱 … 695円

株式会社コモディイイダ三鷹店　募金箱 …… 4,973円

株式会社まちづくり三鷹　募金箱 ………… 2,230円

株式会社花のサンライズ　募金箱 ………… 3,308円

季寄せ蕎麦柏や　募金箱 …………………… 1,517円

三鷹駅前市政窓口　募金箱 ………………… 3,619円

三鷹市赤十字奉仕団（2件） …………………… 986円
三鷹市大沢地域包括支援センター　募金箱 … 2,201円

三鷹市東部市政窓口　募金箱 ………………… 900円

三鷹商工会　募金箱 …………………………… 166円

三鷹上連雀郵便局　募金箱 …………………… 605円

三鷹西部市政窓口　募金箱 …………………… 200円

三鷹中央リハケアセンター　募金箱 …………… 12円

上二親交クラブ……………………………… 2,100円
新川中原コミュニティ・センター　募金箱 … 6,093円

神農　慶子…………………………………… 3,523円

荘司　洋子……………………………………… 399円
大沢コミュニティ・センター　募金箱 …………… 58円

竹の葉薬局三鷹新川店　募金箱 ……………………9円

朝日湯　募金箱 ……………………………… 2,751円

福寿会………………………………………… 1,020円

北野東晴クラブ（2件） ……………………… 2,958円

匿名（4件） …………………………………… 11,296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。）

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）

広報誌配達ボランティア募集 地域デビューの第一歩【オンライン交流会】
～地域活動を気軽に楽しむ秘訣が学べます～

子育てしながら地域で輝く編

募集

日 	令和３年２月19日（金）午前10時30分～11時30分
内 		パネリストに一般社団法人withbabyで活躍されている方々を
　	お招きし、詳しくお話しを伺います。
所 		ご自宅からオンラインツールZoomを使用して参加してください。
	 前日までにミーティングIDをお知らせいたします。
￥  無料　定 20名（先着）
対 	地域活動に興味のある方ならどなたでも
申   開催日３日前までにみたかボランティアセンターへ下記を添えて電話、

FAX、メールにてお申込みください。
 氏名、住所、年齢、電話番号、Zoom経験、メールアドレス（必須）、
 その他質問等
 ※参加前に必ず事前動画の視聴をお願いします。
 　Official video channel of Mitaka City　三鷹市公式動画チャンネル
　　「地域デビューの第一歩～地域活動を気軽に楽しむ秘訣が学べます～
 　子育てしながら地域で輝く編」

『地域で考える  　　　　　　　　　』ひきこもり、あなたも
孤立していませんか？

　　　知って欲しい。「ひきこもり」のこと。「一緒に考える」から始めよう。
日 	令和3年3月3日（水）午後1時30分～3時30分
所 		三鷹駅前コミュニティ・センター　3階会議室
￥  無料　定 20名（先着制）　対 関心のある方
申   ２月24日（水）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④メール⑤年齢 を電話・FAX・メールにてお伝えください。

講座

講座

小中学生ボランティア出前講座小中学生ボランティア出前講座
をを開催しています開催しています

みたかボランティアセンター  ℡0422－76－1271問 総務係  ℡0422－46－1108問

みたかボランティアセンターの広報誌「ミニミニ広場」
配達ボランティア募集中
内	広報誌の配達　日 毎月20日～月末の都合の良い時間
所	下連雀6丁目（約25件）、大沢2·6丁目（約25件）、
	 大沢4·5丁目（約25件）

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

株式会社ベストワーク旅行事業部 ベストツアー多摩
〒182-0022東京都調布市国領町3-3-20よろずやビル2階
TEL：042-480-2800　/　FAX：042-480-2821

まだ少し残っていますので、先着となりますので、お早めにご連絡下さい。
2021年３月31日まで。

もっとTOKYO東京都在住者限定！東京都宿泊5,000円割引

HPもぜひ見て下さい ベストツアー多摩

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

寄付をいただいたみなさまのお
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。

　みたかボランティアセンターでは、小中学生に障
がい者や高齢者への理解を深めてもらい、思いやり
や助け合いの心を育てるため、NPO法人みたか街
かど自立センターや三鷹市聴覚障がい者協会、手
話サークル鷹の会、認知症にやさしいまち三鷹、個

人ボランティアの
みなさまのご協
力のもと出前講
座を開催していま
す。講座では車
いす体験や手話
体験、また認知

症キッズサポーター養成講座、障がい当事者のみ
なさまのお話などのプログラムを提供しています。
　小・中学校や子ども会、部活動などで、ボランティ
ア出前講座受講
のご希望があり
ましたら出前い
たします。また、
高校や大学、企
業等のみなさま
からご希望があ
れば、同様の講
座を行いますの
で、お気軽にご
相談ください！

ご寄付者一覧

今年度から、講師をしていただく車いす
や視覚障がいの方の送迎を、NPO法人み
たかハンディキャブのみなさまにご協力
いただいています。

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 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

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

　自然に恵まれた野川沿いの地域で、ネット員6名、サポーター9名
で活動しています。
　定例会は8月を除き、毎月１回、大沢コミュニティ・センターで地
域の情報交換や活動の企画をしています。
　昨年度は外出行事として、日帰りバスツアーで千葉県野田市にある
「キッコーマンもの知り醬油館」と清水公園花ファンタジアに行き
ました。地域の身近な交流の場として年３回お茶の会を開催し、12
月のハンドベルコンサートでは透明感のある美しい響きに耳を傾け、
参加者もハンドベルを持って体験し楽しい時間を過ごしました。ま
た、特殊詐欺などの防犯に関する情報や成年後見制度、からだほぐ
し体操など皆さんの生活に密着した内容を取り上げました。おしゃ
べりの時間では皆さんの近況や趣味、健康に関することなど様々な
話題についてお話をしながら交流しました。
　住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域の皆様のご
意見を伺いながら活動していきたいと思っています。また、一緒に
活動していただけるネット員も募集しています。

大沢班大沢班

　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。詳しくはみたか社協のホームページをご覧ください。

問 �地域福祉推進係　℡0422ー76ー1271

（大沢二丁目20番・四・五丁目）（大沢二丁目20番・四・五丁目）

ほのぼの
ネット

活動紹介
㉘

お茶の会で紙芝居使“せんべい”さんによる紙芝居の様子

　令和２年度より三鷹市の学童保育所では入退室システム
が導入されました。カードを機械にタッチすると、保護者
の携帯にお知らせが届きます。

保護者も安心！入退室システム！
 来る・帰る時間を保護者にメールで知らせます！

　子どもたちが
カードをタッチして、
保護者の安心に
つながっています。

　おやつは共同購入を利
用し、甘いものやしょっ
ぱいものを組み合わせて
提供しています。子ども
たちが楽しみにしている
　　時間です。

学童保
育所の

１日

学校がない日 学校がある日

(8:00 ～ 8:30)
8:30

（朝の延長）
おはよう

ただいま

9:00 学習

10:00 遊び

12:00 昼食
遊び

15:30
16:00 ～ 17:00

おやつ
集団遊び

17:00 ～ 18:00
(18:00 ～ 19:00)

さようなら
（夕方の延長）

　昨年入職し、ボランティア推進係に配属されました。
ボランティアセンターまつりや災害ボランティアセン
ターなどの担当をしています。社会人として2年目を迎
え、地域のことはまだまだ勉強中ですが、今年度は新
型コロナウイルスの影響で担当の事業が中止になって
しまったり、イレギュラーなことも多くありました。
　9月からは新しく大沢地区の生活支援コーディネー
ターの担当にもなり、早く地域の皆さんの顔を覚えて、
皆さんにも覚えていただき、三鷹市にお住いの皆さん
と一緒に安心して暮らせる地域を目指してがんばりま
すのでよろしくお願いいたします。

 ＜ボランティア推進係　安
あ

宅
たぎ

 美
み

佳
か

＞

職員紹介

広告を掲載しませんか？
　「みたか社協だより」は年４回市内に全戸配布
しています。現在、広告主を募集しております。
事業主・商店の PRなど効果的な広報のチャンス
としてご活用ください。
◆サイズ：１コマ縦４cm×横８cm
◆申込・問い合せ：総務係 0422-46-1108

　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。
是非ご覧ください！

がくどう担当 ℡0422－46－1192問

新型コロナウイルス感染症拡大時に災害が起きたら…新型コロナウイルス感染症拡大時に災害が起きたら…

みたか災害ボランティアセンターは
感染症拡大防止対策を行いながら

運営します！
・�ボランティアの募集は都内在住などの近隣地域や人数を限定して
行い、基本的にはWEB等での事前登録制として災害ボランティ
アセンター内での接触や三密をできるだけ避けます。
・�ボランティア活動時の注意点やオリエンテーションについては、
当日対面での説明時間を省略するため活動日までに
　ホームページ上で確認できるようにします。
・�活動時は全員のマスクの着用、毎日の検温を行います。

みたか災害ボランティアセンターの情報は、
みたか社協ホームページでご確認ください！

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問
　FFAXAX0422－76－1273

～安心と楽しさに繋げる生活づくり～が ど の 介く う 紹

みたか社協
Facebook

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


