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Zoom を使っての講座開催

コロナ禍でも災害の備えは必要！コロナ禍でも災害の備えは必要！
災害ボランティアセンター　運営スタッフ養成講座

屋外で間隔を十分あけてラジオ体操

ステイホームでも体力づくりステイホームでも体力づくり
ほのぼのネット　野崎１，２班

コロナ禍でも友人と交流コロナ禍でも友人と交流

相談の際はアクリル板を立てて感染予防

コロナ禍でも困りごとを相談したいコロナ禍でも困りごとを相談したい
権利擁護センター 　相談

高齢者福祉センター

対局は飛沫防止シールドと消毒液もセットで

　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、みたか社協でも多くの事業・イベントが中止と
なりました。2020年5月25日に1度目の緊急事態宣言が解除されてからは、感染拡大防止
に努めながらも、「日常生活を取り戻したい！」という皆さまの声を受け、それを実現する
ために様々な新しい取り組みを行い、新しい生活様式に合わせた形で活動を再開しています。
　いまだ新型コロナウイルス感染症の収束がいつになるかわからない中ですが、今年度も引
き続き工夫をして、可能な限り事業を継続し、皆さまと共に活動していきたいと思います。

総務係　℡0422-46-1108問

みたか社協の取り組み !!みたか社協の取り組み !!やめない！やめない！
とめない！とめない！

コロナ禍でも
コロナ禍でも
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令和３年度の予算を令和３年度の予算を
お知らせいたします。お知らせいたします。
　令和３年度の予算は、3月に開催した理事会・評議員会にて承認されま
した。主な事業と予算を紹介します。

事業実施にあたっては、皆さまから頂いた会費や寄付金などを大切に

使わせて頂いております。

①会費・寄附・
　事業収入

②募金・補助金・
　委託料等 合計（①＋②）

社会福祉事業区分 69,192,000 849,183,951 918,375,951
　地域福祉推進活動拠点区分 11,546,000 304,156,865 315,702,865
　放課後児童健全育成事業拠点区分 0 544,767,886 544,767,886
　介護保険事業拠点区分 57,209,000 259,200 57,468,200
　貸付事業拠点区分 437,000 0 437,000
公益事業区分 0 142,810 142,810
収益事業区分 601,000 0 601,000
合計 69,793,000 849,326,761 919,119,761

■令和３年度　予算のあらまし（資金収支計算書の事業活動による）� （単位：円）

総務係　℡0422－46－1108問

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

　みたかボランティアセンターでは、中学生のボラ
ンティアへの参加を推進するため、令和３年度か
らボランティア活動の記録ができる『みたかボラン
ティア手帳』（略称『みたボ
ラ』）を配布しています。ボ
ランティア活動への参加を
通じて中学生の「人間力」「社
会力」の育成・向上を目指
します。三鷹市全体で中学
生の活動を応援していけれ
ばと思いますので、ご理解・
ご協力をお願いいたします。

『みたかボランティア手帳』が
できました！

中学生から募集した
『みたボラ』の
キャラクターです。

　みたか社協では、「家族の介護のことでどうすればいいかわか
らない」「コロナで収入が減り、生活費のことで困っている」といっ
た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月に大沢地区（大沢
１～６丁目）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。令和３年４月からは新たに連雀地区（上連雀 
6 ～ 9 丁目、下連雀 5 ～ 9 丁目）をモデル地区として追加し、
２名の地域福祉コーディネーターでご相談に応じていきます。

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

「ミーボ」

コロナ禍で、みたか社協はこんな取り組みをしています。コロナ禍で、みたか社協はこんな取り組みをしています。
 総務係
　高齢者福祉センターのマッサージ機や高電位治療器、ゴルフ練習場、囲碁
将棋は密を避けるため、予約制として再開し、また、さわやか・ゆめ体操は
定員を半分とし、回数を増やすことで再開しています。

 学童保育所
　子ども達には、毎日の検温・マスクの着用を徹底しています。おやつ前の
手洗いうがいの励行はもちろん、テーブルのアルコール消毒も実施していま
す。おやつを食べる時にはマスクを外すので、子ども達は「おしゃべりはしな
い！」というルールを守って食べています。

 在宅サービス係
　日頃から、高齢の方や持病のある方と接する機会が多く、日々の感染症対
策には特に注意を払っています。職員は、毎朝の検温で体調を確認。ご自宅
を訪問する機会が多いので、替えマスク・アルコール消毒液・ガウン等を持
ち歩き、訪問先では手洗いを実施し、ウイルスを持ち込まない対策を取って
います。また、介護者支援として、予約制で「介護者談話室」等を４月から
再開しています。

 権利擁護センター
　安心して相談して頂けるよう、相談室にはアクリル板を設置。使用後はア
ルコール消毒・換気等、感染予防対策をしたなかで相談を受けています。

 地域福祉推進係
　地域の見守り活動や交流を進めるため、感染予防をしながらラジオ体操
やお楽しみ散歩（スタンプラリー）など屋外での活動や、手紙や電話を使っ
た見守り活動をほのぼのネット班と協力して行っています。また、家にこもり
がちになって体力が落ちてしまわないよう、転倒予防教室やウォーキングな
どの自主グループの立ち上げ支援や既存グループの活動支援を生活支援コー
ディネーターが中心となって行っています。

 ボランティア推進係
　ボランティア活動を希望される方が安全に参加できるよう、市内各施設か
ら要望のあった消毒用の雑巾や誕生日カード、塗り絵の原画、季節の飾り作
成など自宅で行う活動とのマッチングをしています。また、いつ起こるかわ
からない災害に備えて運営スタッフの養成を行うため、災害ボランティアセ
ンター運営スタッフ養成講座を、会場とオンラインの２つを併用するハイブ
リッド型で開催しました。

連雀地区連雀地区に地域福祉コーディネーター地域福祉コーディネーターを配置します！
福祉に関するお困りごと・ご相談
何でも伺います！

大沢
地区

プライバシーは守りますので、お気軽にご相談ください！

連雀地区

新しく連雀地区を担当する川
かわ

村
むら

です。抱えている課題など一緒
に考えていければと思っています
ので、まずはお話しをお聞かせ
ください！

令和２年に引き続き大沢地区を
担当する道

どう
三
さん

です。ご希望によっ
ては自宅へ訪問しますのでお気
軽にご相談ください！

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）

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

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11月1日～ 2021年2月28日）

●一般寄付
反保　康子………………………………………… 10,000 
根道　一男（4件） …………………………………… 8,000 
ヘアーサロンアベ…………………………………… 1,000 
有限会社ワールドオート新川……………………… 1,000 
西村　美代子………………………………………… 1,000 
オレンジセオリーフィットネス三鷹…………… 20,000 
鈴木　弘七………………………………………… 15,000 
森田　征吾………………………………………… 10,000 
東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部…………… 8,436 
本田　………………………………………………… 5,000 
高村　真……………………………………………… 5,000 
千葉　孝正（2件） …………………………………… 1,940 
菊地　真莉佳…………………………………………… 500 
小高　公久………………………………………………… 41 
高坂　良子………………………………………… 31,048 
フィッシャー幼稚園……………………………… 18,500 
カトリック調布教会……………………………… 50,000 

セコム株式会社TEセンター …………………… 23,574 
匿名（24件） ……………………………………… 96,628 

●一円玉硬貨募金
三鷹市赤十字奉仕団（4件） ………………………… 3,408 
高齢者福祉センター　募金箱（2件） ……………… 2,500 
食de絆 ………………………………………………… 641 
四ツ葉ときわクラブ…………………………………… 462 
堀合友の会……………………………………………… 211 
株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱………… 44,389 
キッチンコート野崎店　募金箱………………… 10,397 
株式会社コモディイイダ三鷹店　募金箱（2件） … 13,727 
伊藤　晃……………………………………………… 7,599 
曙長寿会……………………………………………… 1,571 
株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱（2件） ……… 1,436 
中原三葉会…………………………………………… 2,604 
ゆうゆう会…………………………………………… 2,403 
北野東晴クラブ………………………………………… 774 
みたかのセントラル　募金箱……………………… 3,236 

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。）

総務係��℡0422－46－1108問

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

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

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

NPO法人　Human　Loop人の輪 ……………… 2,176 
観音寺　募金箱……………………………………… 1,599 
三鷹上連雀郵便局　募金箱………………………… 1,020 
パーラーツバサ三鷹店　募金箱……………………… 769 
三鷹市大沢地域包括支援センター　募金箱………… 726 
南浦整骨院　募金箱…………………………………… 457 
SOMPOケアラヴィーレ武蔵境　募金箱 ………… 330 
匿名（9件） ………………………………………… 18,082 

●福祉基金
井口院……………………………………………… 800,000 
三栄製薬株式会社………………………………… 300,000 

●ボランティア基金
三鷹郵趣会…………………………………………… 1,400 
匿名（1件） ………………………………………… 100,000

親族後見人のつどい募集
小金井市社会福祉協議会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 �６月24日（木）午前10時30分～12時　所 オンラインツールZoom
￥ 無料　申 下記へ電話でお申し込みください。
問 権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203

～夏！ 体験ボランティア2021 
 in みたか～

　「夏！体験ボランティア」は、毎年子どもから大人までボランティア活
動をはじめるきっかけとして、夏休みの期間に開催しています。
　昨年度は、新型コロナウイルスの
影響で中止となりましたが、今年度
は皆さまに少しでもボランティア活
動に参加してもらえるよう、コロナ
禍でも参加できるプログラムを考え
ています！
　詳細については、７月初旬頃に社
協HP・Facebookに掲載しますの
でご覧ください。
問  みたかボランティアセンター　
　 ℡0422-76-1271

案内権利擁護センターみたか
専門相談のお知らせ

　高齢者や障がい者の成年後見制度の利用や権利擁護、遺言、相続に関する悩みに、
専門家が相談に乗ります。
日 �司法書士による成年後見制度の相談＝毎月第2金曜日
　 弁護士による権利擁護、遺言、相続等の相談＝毎月第3金曜日
　いずれも午後1時～4時（相談時間は50分）
所 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ３階　福祉センター内
￥ 無料　申 下記へ電話でお申し込みください。（先着順）
問  権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203

案内

登録ヘルパー募集募集
内 仕事：訪問介護（身体介護、生活援助）
　 資格：初任者研修修了以上
　 時給：身体介護1,910円～、生活援助1,310円～、
　 　　　有償（院内介助）1,440円～
　 　　　※勤務実績に応じて昇給あり。
　 時間： 午前8時から午後8時の間で応相談
申 �6月1日（火）から下記へ電話で面接受付。
　 面接時は履歴書（写真貼付）、
　 資格証の写しを持参してください。
問 在宅サービス係　℡0422-79-3509

ボランティア募集

�内 広報紙の配達
日 �毎月20日～月末の都合の良い時間
配達地区：�下連雀３・４丁目（約25件）、新川４・５丁目（30件）、
　　　　　�上連雀８丁目・下連雀８・９丁目（約25件）
申 下記へ電話でお申し込みください。
問 みたかボランティアセンター　℡0422-76-1271

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

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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　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。

Q １　どんな活動をしていますか？
　現在は個々で見守りを続けているのと、
公園でラジオ体操をしています。見守りをしている方や近所の方から、「ど
こにも行く所がない」「用がなくてもスーパーに通っている」という話を
聞いていたので、30分でもいいからラジオ体操をしないかと近所の方をお
誘いしてスタートしました。

Q ２　活動につながった経緯、やってみての感想は？
　コロナ前にやっていたお茶会は、顔見知りになる場を提供できていたよ
うに思います。現在のラジオ体操は公園でやっていますが、いつもの参加
者に加え、通りがかりの方や公園に遊びに来た保育園の子どもも一緒に体
操しているので、本当に良かったと思います。

Q ３　どういう時に楽しさややりがいを感じますか？
　みんなが喜んでくれるとこちらがうれしくなり、楽しみになります。公
園でやるようになり、冗談を言い合いながら話が弾み、今までより余計に
親しくなれた気がします。
　お互いにストレス解消になっていることを感じられるのもうれしいで
す。そして、ちょっとしたことが自分自身の学びになり、それがやりがい
になっています。

私たちは私たちは

学童保育所の活動紹介

交通安全指導交通安全指導

防 犯 指 導防 犯 指 導

ネット員です！ネット員です！

下連ひまわり班
下連雀 5 ～ 6、8 丁目

左から尾崎さん、松永さん、秦さん

一緒に活動してくれる仲間仲間も募集しています！

生活支援コーディネーター活動報告
　生活支援コーディネーターは高齢者の生活支援・介護予防の基盤
整備を進めることを目的とし、日常生活圏域（概ね中学校区）を定め、
生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネー
トを行います。三鷹市では 7 つの日常生活圏域に各 2 名の生活支援
コーディネーターを配置しております。
主な業務
① 地域住民（高齢者）のニーズと社会資源情報の見える化
② 地域に不足するサービスの創出
③ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
④ 関係者間の情報共有のためのネットワークの構築
⑤ 地域住民（高齢者）のニーズとサービス提供団体とのマッチング

などがあります。
令和 2 年度活動実績

① 三鷹市介護予防立ち上げ事業として 52 団体（内新規３団体）、
地域サロン活動助成金として 49 団体（同 22 団体）に助成を
行い、自主グループの立ち上げや、活動継続の支援を行いました。
また、昨年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、活動を休
止する団体も多く、グループを 2 つに分けて集まる人数を減ら
したり、会場変更のお手伝いをしたり、感染防止に努めながら
活動する方法のアドバイスや情報提供なども併せて行いました。

② 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインツールの
活用に関心が集まり、高齢者向けのスマホ、タブレット操作説
明会やネットスーパーや LINE、ZOOM の使い方の講習会を行
いました。また、ZOOM を使ったオンライン体操体験会を行い、
19 名の参加がありました。

　令和 3 年度も生活支援コーディネーターは新たな生活様式に基づ
きながら、地域住民同士の繋がりづくりや、新たな社会資源の創出
など、地域づくりに努めてまいります。

令和２年度

　4月からボランティア推進係長となりました髙木です。ボランティア推進係はボ
ランティアセンターの管理運営やボランティアの派遣、養成講座や小中学校での
出前講座など三鷹市内のボランティア活動を推進しています。新型コロナウイル
スの影響で、福祉施設などでのボランティア活動ができない状況ですが、在宅で
もできるボランティアなどを紹介しています。

　また、西部地区（井口、野崎、深大寺）の生活支援コーディネーターとして子どもから高齢者まで地
域の繋がりづくりや市民活動のお手伝いなどを行っています。これからも住民の方々と一緒に安心して
暮らせる地域づくりを目指していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 ＜ボランティア推進係　髙木　洋人＞

職員紹介

〈連雀地区〉

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

詳しくはこちら ➡

　学童保育所では月に一度、学童保育所から自宅までの帰
り方や帰るまでの安全などについて子どもたちと話し合っ
たり、三鷹警察署の方をお招きして交通安全や防犯につい
てお話をしていただいたりしています。

　交通安全指導では、下の写真のように拍手のタイミング
を合わせるミニゲームをしながら「相手とアイコンタクト

をとること」「相手の動きを
予想することが大切」という
「予知・予測」の話がありま
した。帰り道での安全につい
て子どもたちも真剣に話を聞
いていました。

　防犯指導では「まっすぐ家に帰る」と
はどういうこと？を考えました。
　警察署の方からは「寄り道をしない、
ふざけない」とのお話がありました。当
たり前のようですが、これがとても大事
であることを教えていただきました。

　「普段から挨拶やありがとうを声に出して言える子どもは、いざと
いう時でも、大きな声で周りに助けを求めることができる」というお
話を聞き、日頃の習慣が役立つことを学びました。
　学童保育所でも帰る際の約束ごとや、誰に対しても挨拶やお礼が言
えることの大切さを日々話しています。

寄り道しないで
帰ろうね

　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。

がくどう担当　Tel�0422-46-1192

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


