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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

みたか社協では、一時的に生活資金等にお困りの方への支援を行っています

　この他、みたか社協では引っ越しや葬祭などの費用を
貸し付ける「生活福祉資金」や、高齢者の方を対象とし
て土地を担保に生活費を貸し付ける「不動産担保型生活
支援資金」があります。また、生活支援の１つとして一
時的な食品の支援なども行っています。
　お困りの時はご相談ください。

個　　人	 500	円
団　　体	 3,000	円
法　　人	 5,000	円
特別賛助	10,000	円	以上

会員区分（年間一口）
①みたか社協窓口
②町会・自治会やほのぼのネット員等を通じて
③郵便振込（手数料無料）
　　�郵便振替を希望する方は下記へ電話または
メールにてご連絡ください。

総務係　℡0422－46－1108　問
　メール　soumu@mitakashakyo.or.jp

☆ 入 会 方 法 ☆

　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。
利用には所得制限があります。詳細はお問い合わせください。

貸付上限額 �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

返 済 期 間 �学校卒業後6ヶ月間の間を開け、その後14年間で返済

教育支援資金

　中学3年生、もしくは高校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。利用には所得制限があります。詳細はお問い合わせください。

貸付上限額 �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

返 済 期 間 ��貸付を行った年度末から6ヶ月間の間を開け、その後5年間で返済。ただ
し高校や大学等に入学した場合は返済が免除されます。

受験生チャレンジ支援貸付

会費については
こちらもご覧ください

　新型コロナウイルス感染症の影響により給料が減収、もしくは仕事を休業・離職された方を
対象に、一時的な生活資金の貸付を行っています。（申請受付は9月末までを予定）

貸付上限額 �20万円／単身世帯45万円（15万円×3ヶ月）・複数世帯60万円（20万円×3ヶ月）
返 済 期 間 �貸付後1年間据え置き、2年間（緊急小口資金）／10年間（総合支援資金）で返済
利息・保証人 �不要

緊急小口資金（特例貸付）／総合支援資金（特例貸付）

詳しくはこちらへ→

みたかのまちづくりのために
社協の会員を募集しています

　みたか社協では、みたかのまちづくりを支えてくださる会員を募集しています。
皆さまからお預かりした会費は、住みよいまちづくりを進めるため様々な事業に
活用させていただきます。会員の皆様には秋以降、会費納入のお願いに伺います。

新型コロナウイルスのせいで、

仕事が減って給料が

少なくなってしまった･･･

総務係　℡0422－46－1108問

大学って意外と高いのね。

それに来年は下の子の受験が…。

生活費

教育費

教育費
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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

会費年額五千円以上の企業・事業所・商店・施設
などの皆さま

法人会員

（有）田中電機工業
丸栄建設（株）
高橋運送（株）
新川京王自治会

（株）田村工務店
（株）大竹工務店ー２
（株）サンコート山口文林堂
東京弘済園
野村病院

（医）佳仁会
法専寺

（株）AZUMA　東葬祭
井口院

（有）石井商会
寿交通（株）
武蔵石油（株）
池の上キリスト教会
三鷹健生堂接骨院

（株）植田製作所
（医）大由会　小島内科クリニック
（有）長谷部工業所
（有）斉藤自動車
（株）メッツエレクトロン
（株）AZUMA 民間救急サービス
井上鉄工（株）

（株）特殊鍍金化工所
コモディイイダ
城西リコピー（株）
多摩信用金庫　三鷹下連雀支店
西武信用金庫　三鷹支店
多摩信用金庫　三鷹駅前支店
井の頭保育園
JA東京むさし　三鷹支店
内科ヨシコクリニック

（福）朝陽学園
能美防災（株）

（福）東京点字出版所
名取屋興産（株）

（有）石井輪業商会
（医）三鷹病院
（株）あさの　代表取締役　浅野晴夫

（宗）大盛寺
創英サービス（株）
加藤金属（株）

（福）あかね保育園
（医）永寿会三鷹中央病院
（株）サカイ・ヘルスケアー
椎の実子供の家

（株）甲信商工
（株）加藤電気商会
　代表取締役　加藤勝一
坂本産業（株）

（財）井之頭病院　理事長 菊池健
みたか小鳥の森保育園
和親交通（株）
ルーテル学院大学

（有）ふぢや玩具店
みたかつくしんぼ保育園
三鷹商工会
国際基督教大学
三鷹ハイテクセンター
アクティビティセンターはばたけ
杉山薬局

（株）ジェイコム武蔵野三鷹
栄大建設（株）

（福）にじの会
大東京信用組合　三鷹支店

（特非）Human Loop・人の輪
（特非）アビリティクラブたすけあい
　みたかたすけあいワーカーズこもれび
東京井の頭ロータリークラブ
エスコート交通（株）

（株）ベストワーク・ベストツアー多摩
（有）三鷹シルバーハウス
（株）三鷹ナース・ヘルパーセンター
イナギ薬品
つばさリハビリ訪問看護ステーション
みずほ三鷹
日 建リース工業（株）パナソニック

エイジフリーショップ武蔵野

（有）R&M’カシマ
（株）丸利根アペックス
（有）久松
（株）鐵
（福）こひつじ会
　第二小羊チャイルドセンター
問川畳店
日本医療学術研究協会
　日学医療センター会頭　吉永具充
みたか介護タクシー   代表   増田直俊
酒井薬品（株）
　代表取締役社長　酒井裕央
桂建設（株）
加藤特許事務所
フェリエ ドゥ 三鷹
東京三鷹ロータリークラブ

（福）むうぷ
（医）櫻椿会 理事長 板谷篤泰
（有）リビングアップ
レッドホース

（有）あきゅらいず
ソノラスコート三鷹

（特非）三鷹はなの会
（福）巣立ち会
（株）アッサム
（福）はなゆめ
（株）そら
ライフコミューン深大寺

（株）KRL
積水ハウス（株）
サニーステージ深大寺

（医）碧水会
小規模多機能型居宅介護  野ざきの家

（福）おおぞら会
ツクイ三鷹

（公社）武蔵野法人会
わたなべ社労士事務所

（株）三山精工
セントケア東京（株）ホーム三鷹

（株）YHT
山下産業（株）
岸田薬局野崎店
くるみ薬局

（株）コナウィンズ
　ぐるーぷほーむ　むれの里

（株）大沢ガーデン
（株）青木屋
（医）光恵会　ふなこし歯科医院
　理事長　船越光豊
行政書士星川総合法務事務所

（有）日の丸防災
（株）ジョイプランニング
みたか紫水園　

（有）中央堂
（株）らいふ　らいふ三鷹
（株）京王ストア
（医）らくだ会
（特非）結婚相談NPO
AJ（株）

（株）きづな　ディサービスたんぽぽ

会費年額三千円以上の町会・自治会、    ボラン
ティアグループ、ＮＰＯ法人などの皆さま

団体会員

扇家食堂
篠原病院
上連雀上二町会
アリスみたか
　（三鷹市ひとり親家庭福祉会）
三鷹市の福祉をすすめる女性の会
老人クラブ　上二親交クラブ
三鷹市ベッセルスポーツクラブ
井の頭一丁目町会
みたか中央通り保育室　久保田京子
新川・中原老人給食
おいしい会
三鷹おもちゃ図書館
朗読ボランティアういろうの会
三鷹きつつき会
てのひらの会
みたか拡大写本グループ

（特非）障害者生活支援センター
　インみたか
高齢者電話訪問
ピナット～外国人支援ともだちネット
ほのぼのふらっとcafe

シルバークッキング井口
大沢なごみ会
　給食ボランティアグループ
手話サークル鷹の会
生きがいクラブむさしの

（特非）エンゼル・ハート
踊りの「わかば会」 （稲岡ふみ子）
レインボーハーモニー　酒井孝太郎
ラブリーハンズ
トンボ会　鳳きょうこ

（特非）三鷹陽だまり企画
詩吟美どり会
禅林寺通り町会

（特非）子育てコンビニ
（特非）グレースケア機構
鷹ロコ・ネットワーク大楽
さわやか・ゆめ体操元気会
三鷹市老人クラブ連合会
老人クラブ　四つ葉ときわクラブ
老人クラブ　牟礼笑楽会
老人クラブ　むらさき草の会

（特非）てまりの会
（特非）多摩東成年後見の会
　増田勝彦
みたか123

（特非）みたかハンディキャブ
みんなのみたか　須藤 恵美
いきいきコーラス
東京都行政書士会武鷹支部
　支部長　田中　勉
いちご薬局
スズメベース
東京都宅地建物取引業協会
　武蔵野中央支部　三鷹地区
ペレの会　吉野伸子
三鷹三田会
三鷹市ボランティア連絡協議会
ハッピーグランパ倶楽部
防災団体やろうよ!こどもぼうさい
曙会
みたかのたからばこ
三鷹市助産師会

（株）タウン・サービス

社協だより№153（5月30日発行）に掲載いたし
ました「フォーリーフ・アスナロ理容室」様の
広告が、誤って古い版を掲載しておりました。
お詫びとともに訂正いたします

松井 陽子
永山 敬子
永山 哲郎
吉野 壽夫
岡 記代子

石井 　哲
吉永 昊充
今井 輝己
出口 隆好
黒岩 昭生

福岡久和子
佐々木葉子
匿名　１名

年額一万円以上の個人会員の皆さま

特別賛助会員

個人会員の皆様のお名
前は紙面の都合上割愛
させていただきます。
本会へのご理解、ご協
力をくださり、心より
感謝いたします。

令和元年度みたか社協 会員
（順不同・敬称略）

　現在、日本では少子高齢化や人口減少などが進み、地域の中で孤立し必要な情報やサービスが
届かない人が少なくありません。個人や世帯が抱える生活課題は多様化・複雑化し、「生活のし
づらさ」を感じている人が増えており、今後自分自身が「生活のしづらさ」を感じる当事者に
なることも十分考えられます。

　この様な状況の中で、人と人のつながりをつくり、様々な困難に直面した場合でも、誰も
が役割を持ちお互いが配慮して存在を認め合い支え合うことで、孤立せずにその人らしい生
活を送ることができます。

　「地域共生社会」とは、このような社会構造や暮らしの変化に応じて、制度・分野ごとの「縦
割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域で生活している皆さんが「我が事」と
して参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、一人ひとりの

暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

　皆さんも一緒に地域の課題について考え、支え合いのまちづくりにご参加ください。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

　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、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ました。
　地域福祉コーディネーターは、地域の皆さんが
　　　　　地域の課題を「我が事」として考
　　　　　え、一緒に解決を図れるよう
　　　　「地域共生社会」の実現

　　を目指します！

地域福祉コーディネーターに地域福祉コーディネーターに
ご相談くださいご相談ください

プライバシーは守りますので、お気軽にご相談ください！

大沢
地区

地域福祉コーディネーターが目指す 地域共生社会

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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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） 【2019年12月1日～ 2020年5月31日】

●一般寄付
松岡　佐千代………………………… 500円
令和元年度さわやか・ゆめ体操参加者一同 … 740円
千葉　孝正…………………………… 970円
西村　美代子……………………… 1,000円
ヘアーサロンアベ………………… 1,000円

（有）ワールドオート新川………… 1,000円
根道　一男（6件） ……………… 12,000円
吉野　伸枝………………………… 2,000円
福祉センター　募金箱…………… 3,763円
新川健康クラブ…………………… 3,817円
セコム（株）TEセンター ………… 5,026円
三鷹トリム体操クラブ…………… 6,457円
中原3丁目都営自治会 …………… 8,109円
吉野　壽夫………………………… 9,694円
反保　康子……………………… 10,000円
なでしこ会……………………… 10,000円
三鷹市赤十字奉仕団…………… 10,000円
寺門　隆洋……………………… 10,000円
寺門　都………………………… 10,000円
ふじみまつり実行委員会……… 10,070円
三鷹三田会……………………… 12,000円
三鷹市おやじの会……………… 14,548円
鈴木　弘七……………………… 15,000円
東京三鷹ライオンズクラブ…… 17,000円

ムサシノ一灯会………………… 20,000円
フィッシャー幼稚園…………… 21,860円
カトリック調布教会…………… 50,000円
志賀興業（株）………………… 200,000円
井口院………………………… 800,000円
匿名（33件） ……………… 1,297,302円

●一円硬貨募金
（特非）Human Loop・人の輪 …… 205円
SOMPOケアラヴィーレ武蔵境　募金箱 … 595円
いきいきコーラス…………………… 794円
いきいき俳句会……………………… 564円
キッチンコート野崎店　募金箱（2件） … 12,529円
くぬぎ会…………………………… 1,924円
トリム体操クイーンズコマクサ… 1,217円
パーラーツバサ三鷹店　募金箱… 1,579円
伊藤　晃………………………… 13,377円

（株）ＡＺＵＭＡ　募金箱………… 1,220円
（株）いなげや三鷹牟礼店　募金箱 … 34,701円
（株）エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱 … 573円
（株）コモディイイダ三鷹店　募金箱（2件） … 10,437円
（株）まちづくり三鷹　募金箱…… 2,292円
（株）花のサンライズ　募金箱……… 699円
季寄せ蕎麦柏や　募金箱………… 1,185円
高齢者福祉センター　募金箱（2件） 10,408円
三鷹M-Marche　募金箱 ……… 1,517円

三鷹モダンタイムス　募金箱……… 502円
三鷹駅前市政窓口　募金箱（2件） … 14,291円
三鷹駅前立寄りサロン……………… 377円
三鷹市赤十字奉仕団（2件） ……… 4,410円
三鷹市東部市政窓口　募金箱……… 126円
三鷹市特別養護老人ホームどんぐり山　募金箱 … 257円
三鷹商工会　募金箱…………………… 5円
三鷹上連雀郵便局　募金箱……… 3,546円
三鷹西部市政窓口　募金箱………… 137円
三鷹中央リハケアセンター　募金箱 … 131円
四ツ葉ときわクラブ（3件） ……… 2,224円
上野　千代子………………………… 445円
食de絆 ……………………………… 331円
新川中原コミュニティ・センター　募金箱 … 526円
水谷　ヤエ子………………………… 290円
大沢コミュニティ・センター　募金箱 … 247円

池田　雪子………………………… 1,109円
竹の葉薬局三鷹新川店　募金箱…… 238円
朝日湯　募金箱…………………… 4,952円
東明会（2件） ……………………… 3,298円
南浦整骨院　募金箱………………… 667円
福祉センター　募金箱……………… 455円
福寿会……………………………… 1,393円
北野東晴クラブ……………………… 996円
堀合友の会………………………… 2,013円
牟礼笑楽会…………………………… 280円
野崎長寿会……………………… 10,964円
鐵鈑割烹りゅう お客様一同　募金箱（2件） … 6,300円
匿名（7件） ……………………… 14,603円

●ボランティア基金
連雀立寄りサロン連雀のわ…… 10,000円
三鷹郵趣会………………………… 3,500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。（※確定申告に際して当会発行の領収書が必要となります。）

令和元年度　決算のあらまし（資金収支決算）	（資金収支計算書　事業活動の部による）

単位／円

総務係　℡0422－46－1108問

事業名
収入内訳

収入（事業活動による） 支出（事業活動による） 
自主（会費・寄付） 委託・補助・共同募金他 事業収入

（介護保険・障がい者自立支援他）
その他

（利息・貸付償還金収入他）
社会福祉事業区分 7,662,584 699,671,911 54,941,484 4,412,638 766,688,617 762,374,891
地域福祉推進拠点区分 7,662,584 247,720,780 2,056,970 3,473,839 260,914,173 276,429,392
放課後児童健全育成事
業拠点区分 0 451,740,531 0 717,857 452,458,388 445,873,521

介護保険事業拠点区分 0 210,600 52,884,514 213 53,095,327 39,898,978
貸付事業拠点区分 0 0 0 220,729 220,729 173,000
公益事業区分 0 131,309 0 0 131,309 131,309
収益事業区分 0 0 1,008,710 0 1,008,710 0
合　計 7,662,584 699,803,220 55,950,194 4,412,638 767,828,636 762,506,200

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。

※高齢・障がいなどにより支援が必要な方で、契約内容を理解し、ご本人が利用を希望していることが条件です。
※利用は有料です。ただし、生活保護世帯には減免制度があります。

権利擁護センターみ
たかへご相談ください。

相談受付
センター職員が訪問
し、事業の説明を行い
ます。利用の希望や生
活状況等について確
認を行います。

利用調査
必要により、家族や関
係機関との調整も行
います。

関係機関との調整
支援内容を検討し、支
援計画を立てます。

支援計画作成
ご本人と三鷹市社会
福祉協議会とで契約
を結びます。

契約締結
担当の生活支援員が支
援計画に沿って定期的に
支援（有料）を行います。
必要に応じて支援計画
の見直しを行います。

サービスの開始利
用
ま
で
の
流
れ

「権利擁護センターみたか」の職員がご相談をお受けいたします。事前にお電話を頂くとスムーズです。
受付時間：月曜日～金曜日（土、日、祝日除く）　午前9時 00分～午後5時 00分
℡0422－46－1203　FAX：0422－71－2053　E-mail：kenri-mitaka@mitakashakyo.or.jp

お問合せ先

○�書類がたくさん届くけど、整理
や手続きをどうしたらいいの？
○１人で銀行に行って手続きをす
るのが難しい。払戻に一緒に行っ
て欲しい。

○�大切な書類を自宅で保
管するのが不安…

①福祉サービス利用に関する手続きなど
②日常的な金銭管理
③大切な書類のお預かり

福祉サービス利用援助事業（地域福
祉権利擁護事業）は、ご本人との契
約にもとづき、地域で安心して暮らせ
るようお手伝いいたします。

福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）のご紹介福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）のご紹介

例えば
こんな時に

… 権利擁護センターみたかの

私たちがお手伝いします！！

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

　「いらっしゃい。大沢
わかば班へようこそ。」
　元気な声でお出迎え
するのは15名のネット
員です。天文台通りを
挟んで建つ２階建ての
大沢原地区公会堂で、
大沢１・２丁目にお住ま
いの方を対象に毎月第
１火曜日に活動してい
ます。
　１階では高齢者を対象としたサロンでいろいろなイベントを企
画し、最近ではポップコーンとコーラをお供に「懐かしの映画上
映会」を開催。別の月には歌ったりおしゃべりしたりと楽しんで
います。２階では「赤ちゃんとママの会」を同時開催し、子ども
服の交換会なども好評です。
　また、12月のクリスマスのハンドベルコンサートは多くの方に
喜ばれています。毎年春はお花見、秋には日帰りバスツアー、年
の初めの食事会なども人気です。
　そして、男性ネット員の力でモデル事業から続けている毎月第
３日曜日の「健康マージャン」。初心者の方も楽しめ、参加者が
増えてきています。
　地域の皆さんが元気でいられるよう、今後も活動していきたい
と思います。

大沢わかば班大沢わかば班

　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
しくは本会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

（大沢一・二丁目（1～17・21番））（大沢一・二丁目（1～17・21番））

新型コロナウイルスの影響で、今年度のイベン
ト開催は未定となっています。

ほのぼの
ネット

活動紹介
㉖

子ども達ひとりひとりが好きなデザインで
うちわを彩ります。完成したうちわ

は自分であおいでも涼しいけれ
ど、友達にあおいでもらう

ともっと涼しい！暑くて
も心と身体はとっても気
持ちいいのです！

（一小学童保育所Ｂ）

　第五小学校のオヤジの会が行っていたシャワーミストを
参考に活用してみました。簡易テントの梁部分に巻き付け
るような形で取り付けました。外気温とかけ離れた世界に、
子ども達からも好評でした。遊びの途中でテントの中に
入って涼んだり、ミストを直接浴びたりしていました。

（五小学童保育所ＡＢ）

浴びて涼しい！シャワーミスト

夏休み工作（うちわづくり）

大沢包括の皆さんから介護保険について寸劇を交
えて教えていただきました！

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、令和2年3月25日から開始された
緊急小口資金（特例貸付）および総合支援資金（特例貸付）について（貸
付概要は1面をご覧ください）、みたか社協では三鷹市にお住まいの方の受
付・申請窓口を行っております。
　通常は担当者2名で業務していますが、相談需要の増加を受け、他の係など
から最大10名を応援要員として加え、相談・申請業務に対応しております。
　7月31日までの延べ相談件数は2,318件、緊急小口資金の申請件数は
1,022件、総合支援資金の申請件数は615件でした。
　引き続き、新型コロナウイルスの影響でお困りの方へいち早く支援が行え
るよう、対応していきます。

新型コロナウイルス感染症に係わる生活福祉資金特例貸付のご報告

令和2年度「敬老のつどい」開催中止について

がくどうの
暑さ対

策

～暑さとともに～

　近年は猛暑日が多くなり、外出時の体調不良が懸念されるよう
になってきました。学童保育所では、毎年様々な工夫をして暑い夏
休みを過ごしています。今回はそんな工夫の一部をご紹介します。

（写真は令和元年度のものです）

　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。
★がくどうブログでは、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

総務係　℡0422－46－1108問

総務係　℡0422－46－1108問

問

食品のご寄付
ありがとうございました。
　ひとり親世帯を応援するために、国際
ロータリー第2750地区と、東京三鷹ロー
タリークラブ様、東京井の頭ロータリーク
ラブ様、東京ピースウイングロータリー E
クラブ様よりお米 350㎏やレトルト食品、
お菓子等のご寄付をお預かりしました。
お預かりした食品は「子ども応援プロジェ
クト2020」に取り組んでいるフードバン
クみたかに活用してもらい、ひとり親世
帯等でお困りのご家庭にお届けしました。
貴重なご寄付をありがとうございました。

　令和 2年度「敬老のつどい」につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から、中止とさせていただきます。
　招待予定者（令和 2年９月 16日現在で満 77以上の方）の皆様には、市内の協力飲食
店で使用ができる「敬老お食事クーポン券」（3,000 円分）を郵送いたしました。
　敬老お食事クーポン券をご利用いただき、楽しいお食事のひとときをお過ごしください。

食品を箱詰めしてお届けしました。

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。次号から、音声
コードをスマートフォンなどでも読み取
りが行えるUni-Voiceへ変更します。

音声コードでバリアフリー化 ③


