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学童保育所の職員を

合わせると70名以上

の大所帯です！

令和４年４月にみたか社協の係体制が変わりました。
今年度より以下の係体制で【誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり】を
目指してまいります。

私たちがみたか社協職員です！
事務局長の

竹川です！

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）
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❶「みたか親の会」の開催
　�　ひきこもりで悩む家族が集まって話をしたり、
情報交換ができる場です。令和3年4月から準備
会として開催してきましたが、令和4年3月にひき
こもりの家族会「みたか親の会」が発足しました。
　�　同じ悩みを持つ家族が集まり、経験を語り合い、ひきこもりについて一緒
に考える会です。学習会も予定していますので、足を運んでみてください。

日　　時　毎月第２水曜日　午前10時～11時30分
会　　場　みたかボランティアセンター　2階会議室
対　　象　家族がひきこもり・不登校の方
定　　員　15名
参加方法　直接会場にお越しください。

　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！

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

地域福祉コーディネーターの取り組み　～ひきこもり支援～

令和４年度予定表
４月13日（水）５月11日（水）６月 ８日（水）７月13日（水）９月14日（水）
10月12日（水）11月 ９日（水）12月14日（水）

ひきこもり支援の取り組み

地域のサロン活動資金を助成します地域のサロン活動資金を助成します
　市内で活動している子育てサークル、高齢者・障がい者のサロンなど、居場所づくり
や見守り、助け合い活動に取り組んでいる非営利の自主グループに１万円を助成します！
　これから始める活動も対象になります。サークルの立ち上げの相談も承ります。
対 象 �下記のすべてを満たすこと
� ①�原則月1回以上のサロン活動（参加者3名以上）で
� 　地域の仲間づくりや助け合い活動を行っている
� ②ほかの団体・機関から助成金を受けていない
� �③前年度からの繰越金が１万円を超えていない
� �④政治・宗教・営利目的でない
助成額 ��１団体につき１万円（上限）、総額 60万円（先着 60 団体）
申込み ��申請書、事業計画書に必要事項を記入の上、みたかボランティア

センター（上連雀 8-3-10上連雀分庁舎１F）までお持ちください。
� �書類は上記窓口にお越しいただくか、ホームページからプリント

アウトできます。
� �記入方法がわからない場合はご連絡ください。

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271 問
〈みたか社協 HP〉

令和４年度の予算をお知らせいたします。令和４年度の予算をお知らせいたします。
　令和４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

大切に使わせていただいております。

①会費・寄付・　
　事業収入

②補助金・
　委託料等 合計（①＋②）

社会福祉事業区分 65,886,800 954,742,456 1,020,629,256
　地域福祉推進活動拠点区分 11,674,500 316,617,581 328,292,081
　放課後児童健全育成事業拠点区分 0 637,862,675 637,862,675
　介護保険事業拠点区分 53,776,300 261,200 54,037,500
　貸付事業拠点区分 436,000 1,000 437,000
公益事業区分 0 144,810 144,810
収益事業区分 876,000 1,000 877,000
合計 66,762,800 954,888,266 1,021,651,066

■令和４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

中学生が参加できる　　中学生が参加できる　　
ボランティア活動先を大募集しています！ボランティア活動先を大募集しています！

　市内在住・在学の中学生を
対象にボランティア活動を記
録できる、生徒手帳サイズの
手帳です。ボランティアに参加
して感じたことや気付いたこと
を記録して振り返ることで、自

分自身の気持ちや考え方の変化など、成長の記録として使う
ことができます。三鷹市立の中学校に通っている方には学校
を通じて配布しています。市外の中学校に通っている方はみ
たかボランティアセンターにてお渡ししています。
手帳の冊数に応じて認定証を発行しています♪
　詳しくはHPをご覧ください。

　コロナ禍で中学生が参加できるボランティア活動が減っ
ています。ボランティア活動を通じて、社会での活動を体験
し多様な考え方に触れることで、中学生の「人間力」「社会力」
の育成や自己肯定感の向上を目指し、これからの地域の担
い手として三鷹全体で育てていくため、皆さんの活動のお
手伝いや多世代交流の機会として、中学生の受け入れにご
協力をお願いします。ボランティアの募集については、みた
かボランティアセンターまでお問い合わせください！
　また、中学生がボランティアの際にボランティア手帳を持
参した際は、コメントの記入と確認印にご協力ください。

中学生の皆さん

市内福祉施設、ボランティア団体、
町会自治会の皆さん

「みたかボランティア手帳」を「みたかボランティア手帳」を
使ってボランティアしませんか？使ってボランティアしませんか？

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271 問

❷講演会や相談会の開催
　�　ひきこもりに関する講演会やひきこもり
合同相談会の開催を予定しています。

❸相談受付
　�　ひきこもりでお悩みの方やご家族からのご相談に地域福祉コーディネー
ターが応じます。相談内容によって適切な支援や機関におつなぎします。何
をどこに相談していいかわからない場合にもお問合せください。

令和5年１月11日（水）　２月 ８日（水）　３月 ８日（水）

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）

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

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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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。 （敬称略）
（2021年11月1日～ 2022年2月28日）

●一般寄付
【法人・団体ご寄付】
　くぬぎ会……………………………………1,513円
　東京三鷹ライオンズクラブ………………4,000円
　牟礼笑楽会……………………………… 10,850円
　野崎吉野東アパート自治会………………… 27円
　フィッシャー幼稚園…………………… 17,000円
　カトリック調布教会…………………… 50,000円
　ファミリーカイロプラクティック三鷹院…… 50,000円
　セコムSCセンター… ………………………6,471円
　株式会社Ark不動産……………………… 35,000円
　株式会社メモリード………………… 100,000円
　有限会社ワールドオート新川……………1,000円
　ヘアーサロンアベ…………………………1,000円
　オレンジセオリーフィットネス三鷹…… 10,000円
　新川宿町会…………………………………1,000円
　匿名…………………………………………5,000円
【個人ご寄付】
　根道　一男（4件）　　 西尾　八重　　川又　馨
　吉田　いづみ　　　　島田　猛　　　鈴木　弘七

　荘司　洋子　　　西村　美代子　　反保　康子
　川畑　好彰　　　佐藤　信子　　　北野　本田
　片岡　初枝　　　平木　洋司　　　匿名（15件）
●一円硬貨募金
【法人・団体ご寄付】
　三鷹市赤十字奉仕団（4件）…………………3,064円
　三鷹駅前市政窓口　募金箱………………1,915円
　中原三葉会…………………………………1,475円
　四ツ葉ときわクラブ（2件）…………………1,498円
　上二親交クラブ……………………………1,312円
　福寿会…………………………………………703円
　東明会………………………………………2,024円
　新川はづき会………………………………2,141円
　株式会社コモディイイダ三鷹店　募金箱… 10,497円
　いきいきコーラス部（2件）…………………1,915円
　株式会社矢野　募金箱………………………387円
　井の頭コミュニティ・センター　募金箱……… 1円
　株式会社エコスTAIRAYA三鷹新川店　募金箱……1,669円
　株式会社いなげや三鷹牟礼店　募金箱…24,049円
　高齢者福祉センター　募金箱……………1,835円

　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

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〉

　キッチンコート野崎店　募金箱…………4,705円
　三鷹市社会福祉協議会　募金箱…………1,430円
【個人ご寄付】
　伊藤　晃（2件）　　髙橋　景市　　匿名（7件）
●福祉基金
【法人・団体ご寄付】
　井口院………………………………… 800,000円
【個人ご寄付】
　匿名（1件）
●ボランティア基金
【法人・団体ご寄付】
　井の頭ふれあい給食　すみれの会…… 26,736円
　三鷹郵趣会（2件）………………………… 12,400円

みたか社協　寄付 総務係  ℡0422－46－1108問

～夏！体験ボランティア 2022 in みたか～募集

　「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
始めるきっかけとして、夏休みの期間に開催しています。昨年度のコロナ禍で
も、市内施設・団体にご協力をいただきながら無事開催することができまし
た。例年に比べて提供できるプログラムに限りはありますが、今年度も皆さま
に少しでもボランティア活動に参加してもらえるよう検討中です！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。
■対面でできるボランティア
	 日……7月21日（木）～8月31日（水）
	 申 		7月の活動：7月1日（金）～7月９日（土）
	 　	8月の活動：7月1日（金）～7月19日（火）
■自宅でできるボランティア
	 日……申 	7月1日（金）～８月31日（水）
問 …みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271

権利擁護センターみたか　専門相談のお知らせ案内

　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、相続等に関す
る悩みに、専門家が相談にのります。
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 		下記へお申し込みください。（先着順）
問 	権利擁護推進係　℡0422－46－1203

　みたか社協では、市民の方から遺贈された資金を原資
として、「未来のみたか福祉基金」を創設しました。
　この基金は、みたか社協の掲げる「誰もが安心してい
きいきと暮らせるまちづくり」を進めるため、未来のみた
かをより良いものとする事業に活用させていただきます。
　現在、この基金を最初に活用する事業として、高齢者の
入院や入所時の保証サービスを行う事業の開始に向け、
準備しております。

未来のみたか福祉基金
設立のご案内

ボランティア出前講座を開催しています講座

　みたかボランティアセンターでは、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、福祉に関連する出前講座を
開催しています。市内の法人や団体、個人ボランティアのご協力のもと、車い
すや手話体験、認知症サポーター養成講座、障がい当事者の皆さんのお話な
どのプログラムを提供しています。
　今年度は新しいプログラムも企画していますので、是非ご活用ください。
申 	講座当日の2か月前までにお申し込みください。
対…どなたでも
問 	みたかボランティアセンター
　	℡0422－76－1271　Fax0422－76－1273
　	E-mail：chiiki@mitakashakyo.or.jp

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
	 応募：	6月1日（水）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

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

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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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、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っています。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
います。
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
 　例） 社会資源マップや広報誌作成、三鷹市介護・医療・

地域資源検索サイト「三鷹かよおっと」の更新
②�地域に不足するサービスの創出
�　例）運動グループの立ち上げ
③��元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
�　例）ほのぼのネット事業運営
④�関係者間の情報共有のためのネットワークの構築
 　例）地域ケアネットワーク会議への参加
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

令和 3年度活動実績
①��自主グループの立ち上げ・活動支援
　��　三鷹市介護予防立ち上げ支援事業として 50団体、地域のサロ
ン活動助成金として 53団体に助成を行ない、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、新型コロナウイル
ス感染症の影響が続く中、感染予防に努めながら活動する団体に
対し、情報提供や相談支援を行いました。

②��うごこっと体操体験会～オンラインでうごこっか
～の開催

　��　三鷹市のオリジナル体操メニュー「うごこっと
体操」の体験会をオンラインで開催し、延べ 180
名の参加がありました。「うごこっと体操」の動画
は本会ホームページから視聴できます。

　��　また、体操メニューハンドブックも配布しています。
　��「うごこっか」を合言葉に身近な場所で仲間と一緒に体
操を始めてみませんか？

　��　興味のある方、ハンドブックをご希望の方は下記へ
お問い合わせください。

令和３年度

【屋外での体操グループ】

【地域情報誌】

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

【動画はこちら♪
YouTube】

【体操メニュー
�ハンドブック】

　私たちは、助け合い、支え合いながらいきいきと
暮らせる福祉のまちを目指して活動しています。

地域や友だちとのつながりづくりを支援
　地域のサロン会場の公共施設が新型コロナウイルス感染症感染拡大のた
め利用できなくなった時期は、地域の高齢者の皆さんの孤立を防止するた
め、地域共通の話題となるようなクイズを配布するなど、ネット員や友だ
ちとのつながりが途切れないように活動しました。
介護予防のための通いの場づくり
　新型コロナウイルス感染症の流行長期化による地域の高齢者の皆さんの
体力低下を防止するため、ほのぼのネットで介護予防運動体験会を開催し
たところ、月２回の運動グループが立ち上がり、新たな市民とのつながり
ができました。また、既存の介護予防サークルの運営にも関わりながら新
たなつながりづくりや見守りの強化に取り組みました。
こころの健康づくりや生きがいづくりの支援
　サロンへ安全に参加できるよう、従来より開催
時間を短くしたり、１回あたりの参加人数を少な
くするために２回に分けるなど、感染対策を行い
ながら季節の音楽会やものづくりサロンを開催し、
安全に外出できる機会を提供しています。
ネット活動の周知と孤立防止
　ほのぼのネット活動を掲載したＡＥＤマップを更新して配布をしたり、
サロン参加者の健康や心配ごとを確認する一言を添えたハガキの送付、誕
生月に音楽が流れるメッセージカードの贈呈など、孤立防止を図っていま
す。

引き続き、笑顔あふれる地域づくりのため、活動を続けていきます。

冊子 「みんなでつながろう
みたかあそび」

私たちは私たちは

ネット員です！ネット員です！

井の頭さくら班
井の頭班

〈井の頭地区〉

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271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。
★ みたか社協Facebookでは、学童保育所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

子どもたちが
楽しんでいる
あそびが
たくさん！

　学童保育所職員が作成した「みんなでつながろう　みたかあそび」
の冊子について紹介します。
　この冊子は学童保育所の子どもたちに昔あそびを伝えていこうと、
生まれました。回り将棋、ごむだん、おはじき、紙飛行機の折り方な
どが載っています。子どもたちは冊子を手に、知らなかったあそびに
挑戦したり、工夫したりして楽しんでいます。

　今後も冊子を通して、様々な昔あそびや工作
を紹介していく予定です。Facebookにも子ど
もたちがあそんでいる様子を掲載しています。

人気の
あんたがたどこさ

冊子を見て練習
しているよ！

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

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


