
私たちのケアネットは「喜びの声を力に進むケアネット」
　発足から5年。おかげさまで、出前サロン・ママ友の集い・夏休み子ども向け企画「ロ
ケットを飛ばそう」などの事業が実現し、参加された方からは笑顔で次回を期待する声
が寄せられています。事業の担い手となってくださる方も大歓迎です。

◆しんなかサロン
　おしゃべりを楽しむことを大切にするサロン。
みなさんに身近なものを題材にした企画も実施。
第4木曜日午後1時30分～3時30分
新川中原コミュニティセンター

◆「自然な声かけ」運動
　「顔の見えるつながり」と「あたたかい地域」を目
指し、ご近所同士の何気ない声かけやあいさつを
定着させる取り組み。

　事業のお知らせについては、各住民協議会が発行する広報紙に折り込む案内などをご覧ください。いずれの事業も無料で、
対象は原則として地域にお住まいの方です。サロンは当日会場へお越しください。講座は事前に申し込みが必要です。

◆ふれあいサロン・井の頭
　つながりづくりの茶話会、認知症ミニ講座、歌
声サロン、地元在住の落語家によるふれあい寄席
などを開催。
不定期　 井の頭コミュニティセンター

◆ちょこっとサービス支えあい
　ごみの搬出、草取り、玄関掃除など、日常生活
でのちょっとした困りごとを地域の登録ボラン
ティアが有償（10分100円、最大50分まで）でお手伝い。
◆井の頭見守りネットワーク「みまもるん」
　地域福祉支援センターや市と連携し、高齢者などを地域全体でゆるやかに見守る
取り組み。

◆地域のほっと・スペース
　よってらっしゃい・にしみたか
　子どもから高齢者まで気軽に立ち寄れるサロン。自
主グループの発表、ミニ講座なども行っています。
第4月曜日午後1時30分～3時30分
井口コミュニティセンター

◆多世代交流事業　毎年8月に西児童館・西社会教育
会館と連携し、昔遊びなどを実施。
◆見守り事業　地域での見守りのポイントなどを学
ぶ「にしみたか・ご近所力アップ出前講座」を実施。
◆子育て世代向け事業　応急救護講習会の実施、子育てサロンマップの作成。

◆ひだまりサロン・東部
　さまざまな自主サークルなどと連携した企画、茶話会、体操などを実施。
第1水曜日午後1時30分～3時30分　 牟礼コミュニティセンター

◆見守り事業
　地域でのゆるやかな見守りのため、意識的にあいさつ・声かけをす
る「声かけ名人」の養成講座などを企画・実施。

◆連雀サロン
　音楽の演奏などの企画や体操も実施。ちょっとした相談もできます。
第3火曜日午後1時30分～3時30分　 連雀コミュニティセンター

◆講座　「防災」「担い手づくり」などをテーマに企画・実施。
◆子育て世代向け事業　子育て支援マップの作成。

◆駅前 風のサロン
12月15日㈭、平成29年2月8日㈬いずれも午後1時30分～3時30分
三鷹駅前コミュニティセンター

◆講座　市の「防災出前講座」を利用した「災害想像力ゲーム（DIG）」を実施。

◆サロンおおさわ　2回の実施を経て、定期開催に向けて検討中です。
◆買い物支援事業　分科会を設置し、大沢地域に適した支援方法を検
討中です。

地域ケアネットワーク・井の頭（ケアネット・井の頭）

地域ケアネットワーク・新川中原（ケアネット・しんなか）

地域ケアネットワーク・にしみたか（ケアネット・にしみたか）

地域ケアネットワーク・東部（ケアネット・東部）

連雀・地域ケアネットワーク（連雀・ケアネット）

三鷹駅周辺・地域ケアネットワーク（駅周辺・ケアネット）

地域ケアネットワーク・大沢（ケアネット・おおさわ）

　市ではケアネットのほかにも、地域で活躍する人財の育成や、支援が必要な方を支
える仕組みづくりなど、住民参加で地域の福祉力を高めるためのさまざまな取り組み
を実施しています。そこに住む人の力と関係諸団体の活動、公的サービスの連携によ
る「地域ぐるみの福祉」が始まっています。

地域で支える「担い手」を増やす取り組み
　いずれの講座も無料です。次回の開講日時などが未確定の講座については、
決まり次第『広報みたか』や市ホームページなどでお知らせします。

地域福祉人財養成基礎講座
　「共助の地域づくり」に貢献してくださる方を養成するため
の講座として、毎年テーマを変えて開講しています。受講後
は、傾聴ボランティア養成講座（下記）や地域福祉ファシリテー
ター養成講座（右記）にもぜひチャレンジしてください。

【最近のテーマ】
誰でもできる地域デビュー講座─まずは簡単なことからはじめ
てみよう（25年度）／社会参加と仲間づくりで健康なシニアライ
フを！（26年度）／傾聴の超入門─地域でのボランティア活動や
家族とのコミュニケーションに活かせます（27年度）
※次回は平成28年12月9日㈮に「傾聴の入門」をテーマに開講
予定です。

傾聴ボランティア養成講座
　傾聴ボランティアとは、高齢者や障がいのある方のご自宅・
施設を訪ね、相手の心に寄り添って話を聴くボランティア活動
です。市では3年に1回程度、傾聴に必要な知識や技術を学ぶ連
続講座を開講しています。

【講座の概要】
◆回数と時間　全6回、合計20時間
◆対象と定員　在勤を含む市民で全回参加できる方30人
◆主な内容　　�傾聴の基礎知識／高齢者の心理／対話技術／

ロールプレイング　など
※次回は平成29年6月に開講予定です。

地域福祉ファシリテーター養成講座
　地域福祉ファシリテーターとは、身近な福祉活動を企画・実施できる能力を身に付け
た市民のことです。この講座は、地域の課題やニーズを見つけて新たな支え合い活動を
立ち上げるために必要な知識と技術を実践的に習得します。修了生は、受講後も活動を
継続し、現在11の自主グループが地域でさまざまな活動を実施しています。

【講座の概要】
◆主催　　　　三鷹市、三鷹市社会福祉協議会、ルーテル学院大学　ほか
◆時期と回数　毎年7月～1月（全7回の講座と8回のグループ学習）
◆対象と定員　在勤を含む市民15人
◆会場・講師　ルーテル学院大学（大沢3-10-20）・同大学教員
◆主な内容　　�講義／演習／グループ学習／地域活動実践／プレゼンテーション　など

認知症サポーター養成講座（出前講座）
　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、認知症の方や家族をあたたか
く見守る応援者です。市では、市民グループや団体を対象に、ご希望の場所へ講師を派
遣する出前講座を実施し、「認知症にやさしいまち三鷹」を目指しています。

【講座の概要】
◆所要時間　　1～2時間程度（内容によって異なります）
◆対象　　　　市民グループ
◆主な内容　　�認知症を理解する／認知症の方への接し方／

サポーターのできること　など
◆申し込み　　高齢者支援課高齢者相談係
　　　　　　　☎内線2622へ

受講者には「オレンジリング」を
差し上げます

日ごろからゆるやかに見守る取り組み
災害時避難行動要支援者支援事業

　市では、災害時の避難に当たって支援が必要な方の安全を守るため、次の要件に該
当する方の名簿を作成し、本人の同意が得られた方については、平常時から関係機関
と情報を共有しています（※）。
　この名簿を活用した見守り活動や、防災訓練で支援が必要な方と避難行動をしてみ
るなど、該当者を平常時から支えるための取り組みも始まっています。
◆市が定める対象者の要件
　①�75歳以上で一人暮らしの方、または75歳以上のみの世帯の方
　②介護保険の要介護1または2で、一人暮らしまたは同居の家族が65歳以上の方
　③介護保険の要介護3～5の方
　④身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　⑤上記③④の方と同居する家族がすべて75歳以上の方
　⑥難病で避難に支援が必要な方
　⑦�75歳以上で日中独居など、避難に支援が必要と思われる方
◆関係機関
　三鷹警察署、三鷹消防署、三鷹市消防団、民生・児童委員、自主防災組織、三鷹市
社会福祉協議会、町会・自治会・マンション管理組合
※名簿の提供に同意がない場合でも、災害時には生命保護のため関係機関に提供する
ことがあります。

見守りネットワーク事業
　市では、地域住民、民生・児童
委員、地域包括支援センター、地
域ケアネットワークや見守り協
力団体（※）と協働で、子どもから
高齢者までの生命に関する緊急
事態に速やかに対応する「見守り
ネットワーク事業」に取り組んで
います。見守り協力団体が、業務
の中で高齢者などの異変（最近見
かけない、新聞や郵便物がたまっているなど）を感じた際には市
に連絡し、内容に応じて市が安否確認などの対応を行います。
　地域の高齢者などについて安否が心配なときは、安心見守り
電話（下記）にご連絡ください。
※見守り協力団体：市と協定を締結した電気・ガス・訪問販売
業者・宅配業者など、生活に密着した34の企業や団体。

地域の身近な相談相手
生活支援コーディネーター

　生活支援コーディネーターは、高齢者の生活を地域で支える仕組みづ
くりを進めるために、平成28年4月から市内全7地域に配置されていま
す。介護予防・社会参加・生きがいづくりなどの活動を進めることで、
住み慣れた地域でその方らしく生き生きと暮らし続けられるように支援
します。

民生・児童委員
　民生・児童委員は、厚生労働大臣より委嘱を受けて地域で活躍する福祉
ボランティアです。それぞれ担当地域を持ち、暮らしの中のさまざまな困
りごとについて相談を受け、内容に応じて関係機関などを紹介していま
す。また、民生・児童委員の中には、子どもの問題を専門とする主任児童
委員もいます。

●みんなの歌声と指導者の軽快なリードで元気をもらえました。地
域の方と話せたことがうれしく、想像以上の楽しさでした。（ふれ
あいサロン・井の頭）

●赤ちゃんが対象のAED操作や心臓マッサージを実際に体験でき
て、とても参考になりました。（赤ちゃんの救命手当講習会）

●友達がたくさんできて感謝しています。歌や盆踊りも楽しく、毎
回楽しみにしています。（しんなかサロン）
●赤ちゃんの歯のケアのことが分かってよかったです。月齢が近い
ママと話ができたのも、うれしかったです。（乳幼児のお口のお話）

●保育園の園児さんによるお遊戯を見て、かわいい踊りに元気をい
ただきました。（よってらっしゃい・にしみたか）
●いつも家に一人なので、本当に楽しかったです。友達や小さいお
子さん、昔の遊びに出会えてとてもよかったです。（多世代交流
事業）

●歌と体操、おしゃべりが楽しいです。血のめぐりが
良くなった感じがします。（ひだまりサロン）
●�北野地区公会堂で行ったサロンが楽しかったです。（出前サロン）
●�家の近くでこのようなイベントがあり、人生の先輩方から話を聞くことができてとて
もためになりました。（赤ちゃんとお母さんの広場）

●家にいると人と話ができないので、参加してよかっ
たです。（連雀サロン）

●大正琴の時間は子どもの頃の懐かしい歌が多く、と
ても楽しく過ごせました。（連雀サロン）

●地域の団体の具体的な活動内容を知ることができ、参考になりました。フリートーキ
ングも最高でした。（地域デビュー講座）

●�居住地域のインフラ状態を改めて知ることができま
した。自分一人の知識は限られているが、話し合うこ
とで視野が広がりました。（災害想像力ゲーム）
●�「ラフターヨガ」では同年代の人と話せて、初対面で
も打ち解けることができました。今後も継続して開
催してほしいです。（お試しサロン）

●認知症についての知識と基本的な対応について分か
りやすい内容でした。学んだことを実践していきた
いと思います。（認知症サポーター養成講座）
●小噺（こばなし）や歌の読み上げで声を出したり、ゲー
ムをしたり脳を活性化するプログラムで楽しく過ご
せました。続けていただきたいです。（「サロンおおさわ」お試し開催）

参加者の声
（事業名）

参加者の声
（事業名）

参加者の声
（事業名）

参加者の声
（事業名）

参加者の声
（事業名）

参加者の声
（事業名）

参加者の声
（事業名）

参加者が熱心に受講する　　
「認知症サポーター養成講座」

サロンの一環で行った
「ラフターヨガ」でみんな笑顔に

サロンではフラダンスなどの
催しも多数開催

北野地区公会堂で
「出前サロン」も実施

「井の頭ふれあい寄席」では、
サロンが笑いに包まれました

大勢の参加者でにぎわう
サロンのクリスマス会

子どもも大人も楽しむ
多世代交流事業　　　

代表
者より

土屋 坦さん

私たちのケアネットは「笑顔が集まるケアネット」
　「誰もが住み慣れた連雀地区で、いつまでも心豊かに暮らせるように」をモットーに、
顔の見えるつながりづくりをしています。これからも、地域のみなさんとの交流をさら
に深めて、人と人との輪を広げていきたいと思います。

私たちのケアネットは「地域の課題に取り組むケアネット」
　「いつまでも住みたいまち大沢」を目指して、「買い物不便」や「孤立」などへの支援を考え
る分科会を立ち上げました。講座やサロンはどなたでも参加しやすい工夫を凝らして、み
なさんをお待ちしています。ケアネットの運営に携わってくださる方も募集しています。

私たちのケアネットは「“みんなの場”をつくるケアネット」
　駅周辺は自分の活動や楽しみを持つ自律的で自由な人が多く、みんなで一つのことに
取り組むには工夫が必要です。サロン事業などで魅力的な催しを企画し、人が自然と集
まる“場”を、地域のみなさんと共につくっていきます。

代表
者より

佐藤敞恵さん

代表
者より

得能昭子さん

代表
者より

井伊良男さん

私たちのケアネットは「隣同士が気軽に助け合うケアネット」
　井の頭では「サロン」と「見守り」のほか、暮らしの中の困りごとを
隣近所で気軽に助け合う「ちょこっとサービス支えあい」を実施し
ています。この3つを柱に、「目くばり、気くばり、心くばり」を大
切にしながら活動しています。

私たちのケアネットは「活気あふれるケアネット」
　ケアネットは地域の中で自分らしく生きがいを持って生活し続
けるための支え合い。運営をする私たちもやりがいがあります。生
き生きした楽しいつながりの輪が地域に広がるよう、たくさんの方
に参加していただきたいです。

私たちのケアネットは「文殊の知恵のケアネット」
　人は十人十色。出会い、集えば、さまざまな知恵が生まれます。
住民同士で率直に意見を出し合い、「にしみたか」らしいケアネッ
トをつくってきました。これからも、ここに集うみんなの意見を地
域の取り組みに活用していきたいです。

代表
者より

鈴木弘七さん

代表
者より

畑谷貴美子さん

代表
者より

吉野隆行さん

さまざまな取り組みを実施しています

身近な地域での支え合いを推進する事業
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各ケアネットの主な取り組み

日時・期間  場所・会場  問い合わせ

安心見守り電話 
（24時間対応）

●市役所電話（代表）　☎ 45-1151 2広報みたか　号　外　2016.11.133 広報みたか　号　外　2016.11.13


