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社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会
三鷹市新川六丁目３７番１号
実施主体　第４４回福祉バザー実行委員会
三鷹市
事業係　℡0422－46－1108　メール　jigyou@mitakashakyo.or.jp

共
問

主

小雨決行
荒天中止
※当日は、HPで
　ご確認ください 11月20 日（日）

第44回

午前10時～午後２時

福祉バザー福祉バザー

新型コロナウイルス
感染症の対策を
行って開催します。

・第 10 回ふじみまつり
・午前 10 時～午後３時
・会場：ふじみ衛生組合
　　　　グリーンプラザふじみ
　　　  （調布市深大寺東町 7-50-30）

・第 10 回ふじみまつり
・午前 10 時～午後３時
・会場：ふじみ衛生組合
　　　　グリーンプラザふじみ
　　　  （調布市深大寺東町 7-50-30）

同 日 開 催

福祉で幸せ　 みんなの三鷹

元気創造
プラザ
となり

 「歳末たすけあい運動」は、地域での安心・安全な暮らしを支えるため
の募金運動です。
　いただいた募金は、子育て応援事業やボランティア養成事業など、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、またはみたか社協の窓口
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！

歳末たすけあい運動　12月1日～31日まで歳末たすけあい運動　12月1日～31日まで

事業係　℡0422－46－1108問

2P･･･	 	地域福祉コーディネーターの取り組み／介護者だんわしつ＆ひろば／
	 生活支援コーディネーターレポート／家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」
	 ／「ホームスタート」ボランティア養成講座
3P･･･	 		インフォメーション／福祉のしごと	相談・面接会／みたか社協へのご寄付／
	 禅林寺龍華会基金様からご寄贈いただきました
4P･･･		 つくってあそぼ！夏休み工作／私たちはほのぼのネット員です！
	 貸付事業／赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました

目
次

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
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』
日時：毎月第４火曜日
　　　午後 1 時～３時
場所：みたかボランティアセンター
　　　 （上連雀 8-3-10） 

『介
かい

護
ご

者
しゃ

ひろばおれんじ新
しん

中
なか

』
日時：毎月第２木曜日　
　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
場所：元気ひろば おれんじ
　　　（中原 3-1-65）

『介
かい

護
ご

者
しゃ

ひろばピアいのかしら』
日時：毎月第４水曜日
　　　午前 10 時～ 12 時
場所： ピアいのかしら１階談話室
　　　（井の頭 2-13-6）

『介
かい

護
ご

者
しゃ

ひろばスペースあい』
日時：毎月第３水曜日　
　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
場所：みたかスペースあい
　　　（下連雀 3-28-20 三鷹中央ビル内）

『介
かい

護
ご

者
しゃ

ひろばけやき苑
えん

』
日時：毎月第３木曜日　
　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
場所：三鷹市高齢者センターけやき苑
　　　１階食堂（深大寺 2-29-13）

　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が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！

地域福祉コーディネーターの取り組み　～大沢地区～

　大沢地区では、自宅の近くにある地区公会堂や集会所などで
地域福祉コーディネーターに気軽に相談できる場として「相談サ

ロン」を毎月開催しています。介護保険の申請や認知症のことなど高齢の方からの相談も多
く、相談サロンでは大沢地域包括支援センターの職員も一緒に相談を伺っています。
　日時は、会場の空き状況によって異なりますので、みたか社協の HP や Facebook、電
話でご確認ください。大沢住民協議会が毎月発行している「コミュニティおおさわ」にも記
事を掲載しています。事前予約は不要で直接会場にお越しいただければ、地域福祉コーディ
ネーターと大沢地域包括支援センターの職員がご相談をお伺いします。目印はみたか社協
ののぼり旗です。一人で悩まずぜひ相談にお越しください！

～大沢地区の相談サロン～大沢地区の相談サロン～～大沢
地区

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

今後の予定

※ コロナの感染状況により予定を変更する場合が
　ありますのでご了承ください。

三鷹市で新たな活動が始まっています。
認知症になっても「わたしはわたし」
認知症当事者が主役の集いの場が立ち上がりました。
　認知症のある方、ご家族の方、またこの活動に協力をしていただける方が定期的に	
集まって、語り合い、情報交換をして、将来の備えをするための活動が始まっています。

「活動に参加したい」と希望される方は下記へご連絡ください。
また、三鷹市内にもっとこのような活動が立ち上がり、認知症で
あってもなくても住みやすいまちを目指しています。活動の立ち
上げに興味のある方は、下記へご連絡ください。地区担当職員が
お手伝いします（現在、牟礼地域で立ち上げ準備中です）。

「初めての出産・子育てで不安がいっぱい」
「出産準備について誰かに相談したい」
「誰かに話を聞いて欲しい」
「つわりがひどいので、上の子にかまってあげられない」

こんな時、あなたの家に先輩ママが伺います！
ホームビジター（ボランティア）が１週間に１回、２時間程度訪問します（計４回）。
ホームビジターは研修を受けた子育て経験者です。

★プライバシーは守られます　★家事代行やベビーシッターではありません

＜生活支援コーディネーターレポート＞

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

妊娠中からあなたをサポートします
家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」

おれんじドア三鷹おれんじドア三鷹
日時：毎週月曜日午前10時～12時
場所：新川三丁目地区公会堂
内容：奇数週…気功体操・交流
　　　偶数週…ウォーキング

ケアラーズカフェOhanaケアラーズカフェOhana
日時：毎月第４土曜日午後２時～４時
場所：けやき苑食堂
内容：関係者の方による講話・ラフターヨガ・交流

にじいろひろばにじいろひろば
日時：第１、第３木曜日午前10時～12時
場所：井の頭地区公会堂
内容：気功体操・交流

一人ひとり今日のひと
言、楽しかったことを
話します♪

もっとくわしく
知りたい方は
こちら→

ホームスタート・みたか
℡ 0422-41-7021（平日午前 10 時～午後３時）
メール h-start@kosodate.or.jp

LINE

申込

対 象 妊娠中または未就学児のお子さんが
一人でもいる家庭 費 用 無	料

家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」ボランティア養成講座
　子育て経験があり、頑張って子育てしている方々のお手伝いをしたい！
と思っている方向けの講座です。
日 �令和５年1月17・24・31日、2月7・14・21・28日（火）（全7回）
　 午前9時30分～午後4時30分
対 �三鷹市在住の方で子育て経験のある方、あるいは保育施設等で勤務経
験のある方
　＜全ての講座に参加することが修了の条件です＞
　�修了後、ホームビジター（ボランティア）として活動をしていただきます。
￥ 無料　所 みたかボランティアセンター　定 8名（申込制・先着順）

日 令和４年11月８日（火）午後１時30分～３時
所 ��みたかボランティアセンター会議室　￥ 無料
定 15名（申込制・先着順）
申 �NPO法人子育てコンビニ
　℡0422-41-7021（平日午前10時～午後３時）
　 メール　h-start@kosodate.or.jp
問 みたかボランティアセンター
　℡0422－76－1271

ホームスタートを知ろう！ホームスタート地域説明会

〈申込はこちらから〉

まずは気軽に
こちらから♪募集

　みたか社協では、介護者の皆さんが交流や情報交換する
場を開催しています。
　新型コロナウイルス感染症が心配される状況ですが、感
染防止対策にご協力をいただき事前申込制で『介護者談話
室』『介護者ひろば』を開催しています。また、介護に関
する悩みや相談のできる「介護なんでも相談室」を開催し
ております。誰かと話したい方、介護の悩みを聞いてほし
い方など、お気軽にお申し込みください。

℡0422－79－3505
在宅サービス係問申

～介護をしている方が～介護をしている方が
　　   　「ほっ」とできる居場所～　　   　「ほっ」とできる居場所～

『男
だん

性
せい

介
かい

護
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者
しゃ

交
こう

流
りゅう

会
かい

』
日時：偶数月　第 1 木曜日
　　　午後 1 時～３時
場所：おむすびハウス（下連雀 1-10-20）

『介
かい

護
ご

なんでも相
そう

談
だん

室
しつ

』
日　時：毎月第４金曜日
　　　　午後２時～４時
　　　　①午後２時～２時 50 分　
　　　　②午後３時～３時 50 分
　　　　（予約制、１人 50 分）　
場　所：元気創造プラザ３階（新川 6-37-1）
相談員：椎橋章子
　　　　（看護師、元緩和ケア認定看護師）

11 22

33

大沢原地区公会堂11 月

大沢４丁目都営住宅集会所12 月

大沢地区公会堂１ 月

大沢下原地区公会堂２ 月

大沢６丁目市営住宅集会所３ 月

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）

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

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

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
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。

（2022年5月1日～ 7月31日）

●一般寄付
【法人・団体ご寄付】
東京三鷹ライオンズクラブ�…………………327,555円
志賀興業株式会社�……………………………200,000円
倉田司法書士事務所�…………………………170,850円
東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部�…… 30,813円
SOHO�CITY�みたかフォーラム　河瀬謙一� 10,000円
賀書会�…………………………………………… 5,109円

【個人ご寄付】
大谷　新太郎　　根道　一男（3件）
川又　　馨　　　張村　節子　　　匿名（８件）

●一円硬貨募金
【法人・団体ご寄付】
三鷹商工会　募金箱�………………………… 16,796円
株式会社コモディイイダ三鷹店　募金箱�… 10,188円
キッチンコート野崎店　募金箱�……………… 7,882円
朝日湯　募金箱�………………………………… 4,747円
観音寺　募金箱�………………………………… 4,192円
三鷹市赤十字奉仕団（3件）�…………………… 3,603円
季寄せ蕎麦柏や　募金箱�……………………… 2,478円
上二親交クラブ�………………………………… 2,375円
株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱�… 2,339円
株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱�……… 2,163円
みたか商工まつり　募金箱�…………………… 2,036円
株式会社花のサンライズ　募金箱�…………… 1,730円
宮田酒店　募金箱�……………………………… 1,607円

株式会社矢野　募金箱�………………………… 1,453円
三葉会�…………………………………………… 1,438円
グループリビングみたかの家　募金箱�………… 973円
北野東晴クラブ�…………………………………… 952円
三鷹駅前市政窓口　募金箱�……………………… 516円
野川寿会�…………………………………………… 250円
株式会社まちづくり三鷹　募金箱�……………… 245円
三鷹モダンタイムス　募金箱�………………………24円

【個人ご寄付】
匿名（3件）

●ボランティア基金
【法人・団体ご寄付】
三鷹郵趣会�……………………………………… 8,400円

【個人ご寄付】
藤原　昇　　西尾　八重

みたか社協　寄付

総務係  ℡0422－46－1108問

　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。）

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〉

 （敬称略）

禅林寺龍華会基金様から
ご寄贈いただきました。

　禅林寺龍華会基金（委員長：木村得玄禅林寺ご
住職）様から、今年度も車いすや原付バイクなど
多くの物品を社会福祉協議会にご寄贈いただきま
した。
　同基金様からは毎年様々な物品ご寄贈いただ

いており、これ
らは三鷹の地域
福祉推進のため
に活用させてい
ただいておりま
す。ここに改め
て感謝申し上げ
ます。

介護予防体験会「Zoom（オンライン）
で開催 !うごこっと体操体験会」

募集

月 日（土）
午前 時 分～午後２時
※受付は開始・終了時間の 分前
三鷹産業プラザ７０３・７０４・７０５
会議室（下連雀 ）

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。当日は 法人が出展する予定です。 ＜感染防止対策＞

・求職者は事前申込制

・会場内のソーシャルディスタ
ンスの徹底

・求職者、出展者ともに手指
消毒、マスク着用、検温
・ブースにパーテーション設置

◎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。
◎福祉の資格、仕事に関する総合的な相談をお受けします。
◎新型コロナウイルス感染拡大により中止する場合があります。

内 �Zoomを使い、ご自宅からオンラインでうごこっと体操を行います。
　 また、参加者同士の交流も行います。
日 �事前オリエンテーション＝11月26日（土）午前11時30分～12時　 ※必ず参加してください。
　 オンライン体操＝12月３日～24日の毎週土曜日午前10時30分～12時（全４回）
対 Zoom（オンライン）初心者の65歳以上の市民で全回出席できる方20人
所 オンライン会議アプリ「Zoom」　講 清水武氏（フィットネスインストラクター）

Zoom（オンライン）初心者向け事前個別操作説明会を開催します！
日 �令和４年11月26日（土）�午前10時から、10時30分から、11時からのいずれか
所 �みたかボランティアセンター　講 NPO法人シニアSOHO普及サロン・三鷹

体操当日も自宅からの接続が不安…という方は
「牟礼コミュニティ・センター」または「UR都市機構新川・島屋敷通り集会所第二集会室
（１号棟）」へお越しください。
個別に操作説明を受けることができます！
また、パソコンやスマホをお持ちでない方のためにタブレットの貸し出しも行っています。
申 11月１日（火）～18日（金）に名前、年齢、住所、電話番号、Zoom経験の有無、メールアドレス、
　 �個別操作説明会の希望有無、使用機器、参加場所を
　��みたかボランティアセンターへ（先着制）
問 みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271　FAX0422－76－1273
　��メール　chiiki@mitakashakyo.or.jp

�問 申 在宅サービス係　℡0422－79－3505

登録ヘルパー・視覚障がいガイドヘルパー募集募集

内 	仕事：訪問介護（身体介護、生活援助）
� 資格：�登録ヘルパーは初任者研修修了以上、視覚障がいガイドヘルパーは同行援護従業者

研修修了
　� 時給：�身体介護1,900円～、生活援助1,310円～、同行援護�1,250円�
� 時間：午前8時から午後８時の間で応相談
� 応募：�11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

広報誌『ミニミニ広場』の配達（半年からの活動OK）
ウォーキングがてらにやってみませんか？
日 ��毎月20日前後から月末までご都合の良い時間
所 �○井口2丁目、深大寺2丁目、野崎2・3丁目・・・約60件（分割可能です）
� ○野崎1・2丁目、井口2丁目、上連雀8丁目・・・約30件
� ○下連雀6・7・8丁目・・・約50件� ○大沢2丁目・・・約15件
� ○大沢3丁目、野崎3・4丁目・・・約15件� ○新川3・6丁目・・・約30件
� ○北野4丁目・・・約30件
他 �ご希望の地区をご相談ください。男女年齢不問、配達できない月はご相談ください。

子どもの学習支援
日 ��毎週火曜日　午後４時～６時
所 �上連雀地区公会堂　（上連雀7-8-35）
他 �上連雀無料学習会です。男女不問、大学生の方のみ。
　� 主に小学3年生から小学6年生の学習支援です。

問 みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271

※�勤務実績に応じて
　昇給あり。

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

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

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 

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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　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。
　ご協力いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

赤い羽根共同募金へのご協力
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！
　牟礼東班は今まで毎月行っ
ていた牟礼東地区公会堂のお
しゃべり会の他に、今年度か
ら三鷹台団地集会所でも定期
的におしゃべり会を始めまし
た。団地にお住まいの方や、
これまで会場から離れている
ため参加できなかった方たち
と新たなつながりができまし

た。誰でも参加できます。近所の方と知り合う良い機会だと思いますので
是非ご参加ください。

やりがいを感じる活動です！
　牟礼第一班では、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、
七夕の会やクリスマス会など地
域の方をお呼びすることができ
ない期間が続きましたが、感染
対策を行い、少しずつですが行
事を再開しています。参加して
くれた地域の方は久しぶりの再
会にとても喜んでくれて楽しいひと時を過ごすことができました。

一緒に活動する仲間を募集しています！
　老若男女問わず地域の見守り活動に興味がある方、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

ネット員です！ネット員です！

牟礼第一班
牟礼東班

〈東部地区〉

℡0422－76－1271
みたかボランティアセンター問

事業係　℡0422－46－1108問

ほのぼのネットについての
詳細はこちら

　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。

　同じ折り方のパーツを何枚も折り、組み合わせると、くるくる回る万華
鏡に！色が変わってとても綺麗です。
　大きな万華鏡だと100パーツにもなるため、コツコツと繋げていく
のには根気がいります。子どもたちで協力しながら、やっとの思いで 
完成！
　作った後はくるくる回して
遊んだり、飾ったりして
楽しんでいました。

★ 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！
みたか社協がくどう がくどう担当　℡0422－46－1192問

　学童保育所の夏休みは普段とは違い、朝からたっぷり時間があります。
たくさん遊んだりのんびりと過ごしたりする中、あそびの１つとして
『夏休み工作』をしています。今回は数ある中から２つを紹介★
　詳しい作り方、夏休みの様子はみたか社協Facebookをチェックして
みてください！

　学校教育法上の高校・専門学校・短大・大学の学費や入学金の
貸付を行っています。利用には所得制限等諸条件があります。詳
細はお問い合わせください。

　中学3年生、高校3年生とそれに準じる子どものいるご家庭へ、
受験料や塾代の貸付を行っています。利用には所得制限等諸条件
があります。詳細はお問い合わせください。

入学金、学費でお困りの方へ（教育支援資金）

塾代や受験料でお困りの方へ（受験生チャレンジ支援貸付）

みたか社協は、
学費等でお困りの方を支援しています。
まずは、電話にてご相談ください。

学　費：	35,000円（高校）～
	 65,000円（大学）×
	 在籍月数の必要額
入学金：	500,000円以内の必要額

受験料：	27,400円（中学3年）
	 80,000円（高校3年）
塾　代：200,000円以内の必要額

学校卒業後6ヶ月間の間を空け、
その後14年間で返済

詳細はお問い合わせください。

高校や大学等に入学した場合は高校や大学等に入学した場合は
返済が免除されます。返済が免除されます。

貸 付 上 限 額

貸 付 上 限 額

返 済 期 間

返 済 期 間

おりがみ万華鏡

　暑い夏といえばみんな大好きアイスクリーム。
にぎると気持ちいいアイスのスクイーズを作り
ました。主な材料はメラミンスポンジとボンド。
　思い思いに好きな色を塗って、トッピングしたアイスはどれも美味
しそうです。病みつきになる感触に、みんな癒されていました♪

アイスクイーズ

11月20日（日）に開催の福祉バザーでは
「がくどう紹介コーナー」があります。

〈牟礼第一班　七夕の会〉

〈牟礼東班　三鷹台団地集会所おしゃべり会〉

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

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


