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人びとが健やかに安心して暮らせるよう、公正かつ思いやりのある
サービスを提供することにより、地域における信頼を創造します。

三鷹市社会福祉事業団施設等一覧

  児童福祉部

児童支援室／TEL：0422（24）8881
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮
三鷹西野保育園／TEL：0422（39）7030
　〒181-0016 東京都三鷹市深大寺3-3-10
三鷹ちどりこども園／TEL：0422（72）9220
　〒181-0012 東京都三鷹市上連雀4-12-26
三鷹駅前保育園／TEL：0422（79）5441
　〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-30-12
三鷹南浦西保育園／TEL：0422（40）7551
     〒181-0013 東京都三鷹市下連雀7-2-1
三鷹赤とんぼ保育園／TEL：0422（40）0600
     〒181-0002 東京都三鷹市牟礼3-9-3

  本部事務局
TEL：0422（44）5211　　info@mitaka.or.jp

　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30
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  高齢者福祉部　

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう
　TEL：0422（44）7700　　info-hanakaido@mitaka.or.jp
三鷹市井の頭地域包括支援センター

　TEL：0422（44）7400　　info-houkatu@mitaka.or.jp
在宅福祉サービス

　TEL：0422（43）8804　　info-zaifuku@mitaka.or.jp
はなかいどう指定居宅介護支援事業所

　TEL：0422（76）8815　　info-kyotaku@mitaka.or.jp
ヘルパーステーションはなかいどう

　TEL：0422（43）8810　　info-station@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼 6-12-30
井の頭地域福祉支援センター

　TEL：0422（24）7335　　 info-inokashira@mitaka.or.jp
　〒181-0001 東京都三鷹市井の頭 2-32-30 
　　　　　　 （井の頭コミュニティ・センター新館１階内）

あたたかい
善意を
ありがとう
ございます

平成28年度、当事業団及び各事業宛てに多くの皆様よりご寄附をいただきました。

禅林寺龍華会基金 様　介護用ベッド車椅子等　3,049,640 円相当
他ご寄附　10件　93,000 円

保育園・こども園

園庭にて（三鷹南浦西保育園）

三鷹台保育園と高山保育園が統合し、スタートした三鷹赤とんぼ保育園。平成28年４月に
新たなスタートを切ってから、早一年が経ちます。
思い返せば、ドキドキわくわくしたきれいな園舎、おみこしの練り歩きや地域の方向けの

出店でにぎわった夏まつり、初めて高山小学校をお借りして行った運動会、そして、５歳児ク
ラスは地域の施設に太鼓を披露しに行ったり、４・５歳児クラスで隣の遊歩道にお花を植え
たりもしました。　
三鷹赤とんぼ保育園で、初めての行事を経験した子どもたち。そして、秋からは一時保育

も始まり、地域開放事業「赤とんぼひろば」や園見学にはたくさんの地域の方にご参加いただ
き、毎日のように地域の方が園にいらっしゃっています。“地域の保育園”として、地域とと
もに歩んでいける保育園でありたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

三鷹赤とんぼ保育園

開園１年間の様子
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事業団が三鷹赤とんぼ保育園の運営を開始し、１年
が経過いたしました。日頃より皆様のお力添えをいた
だいておりますことを心より感謝申し上げます。

事業団が運営する保育園・こども園の５園（三鷹西野
保育園、三鷹ちどりこども園、三鷹駅前保育園、三鷹南浦西保育

園、三鷹赤とんぼ保育園）は、公私連携型民設民営保育園・
こども園となりました。５園の連携をさらに強化し、
三鷹市と連携を図りながら、保育の質を確保し、更な
る向上に向けて保育事業を充実してまいります。

また、保育人材の確保・定着にむけ、補助金を活用し、
宿舎借り上げ事業を継続するなど保育士等の処遇改善
を図ります。

母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を充実して
いきます。

高齢福祉事業では、介護保険制度において、利用者
の所得によっては本人負担が2割となり、自己負担が
増える傾向にあります。一方、介護報酬は事業者に対
する報酬単価を減らす方向で検討されており、老人保
健施設はなかいどう、居宅介護支援事業所、ヘルパー
ステーションはなかいどうなどへの影響が心配されま
す。今後も、制度改正による経営への影響を分析し、
施設サービスの質の向上と新たな加算の取得に向けた

検討を引き続き行うなど、地域に根ざした在宅生活支
援施設としての役割を果たすため、健全経営の継続に
努めます。

在宅福祉サービスについても、引き続き在宅生活を
支えるため、利用会員の会費の見直しや、協力会員に
よるサービスの拡充と短時間サービスの周知を図るな
ど、より利用しやすいサービスの提供を進めてまいり
ます 。

国においては平成29年4月から改正社会福祉法を施
行し、法人運営の透明性の向上、経営組織のガバナン
ス強化、地域における公益的な取組実施など、社会の
ニーズに沿った法人経営を求めています。事業団とし
ては法に基づき、今後も適切に地域課題に対応してま
いります。

平成29年度の事業団の運
営にあたっては、新たに策定
している中期経営計画（第３

次）を踏まえ、事業環境の変
化に的確に対応し、利用者へ
のサービスや地域福祉の充
実を目指して、健全経営によ
る一層の努力を進めてまい
ります。

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
理事長　津端　修

理事長挨拶

平成29年度資金収支予算

平成29年度事業計画及び資金収支予算については
事業団ホームページで詳細をご覧いただけます。

http://www.mitaka.or.jp/
⬇

支 出 予 算 額
会　計 平成29年度

予算額
平成28年度
予算額 差　異

本部事務局 69,222 65,317 3,905
児童支援室 57,728 24,000 33,728
母子生活支援施設 40,014 42,332 △2,318
西野保育園 179,395 182,311 △2,916
ちどりこども園 156,932 126,750 30,182
三鷹駅前保育園 197,726 173,590 24,136
南浦西保育園 179,476 156,155 23,321
赤とんぼ保育園 220,157 200,795 19,362
老人保健施設 395,462 394,892 570
ヘルパーステーション 46,866 47,060 △194
合計 1,542,978 1,413,202 129,776
在宅福祉サービス 116,953 108,990 7,963
地域包括支援センター 48,802 45,820 2,982
居宅介護支援事務所 38,068 36,461 1,607
合計 203,823 191,271 12,552

総　　計 1,746,801 1,604,473 142,328

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

（単位：千円）

年長になると、月に一回、園の近くの地区公会堂へ、日ごろ楽しんでいる手遊びや歌などを披露し
に行っています。地区公会堂には地域の高齢者の方が集まり毎月子どもたちが来ることを楽しみに
してくれています。

七夕の時期は高齢者の方と笹の葉飾りを折り紙で一緒に作り交流を深めました。
１０月には運動会で行った組体操を披露したり、ひなまつりには「おひなさま」の歌に合わせ衣装

を身に着けて、自分たちで考えた踊りを披露するなど、毎年行っています。毎月歌っている歌や手遊
びも、皆さんの前で披露し大きな拍手をもらう事で自信につながっているようです。披露する内容
は毎年変わりますが地域の方々との交流は西野保育園の伝統として、ずっと続けています。地域の方との交流を何よりも楽しみにし
ている子どもたちなので、これからも交流を深め、子どもたちと内容を相談しながら楽しんでいけたらと思います。

三鷹ちどりこども園では４，５歳児を対象に、園内にある和室を利用してお茶会を行っています。
年３回ある中で、お抹茶を飲んだり、正座をして話を聞いたり、“和敬清寂”の心を知ったりしていま
す。会の中で出される甘いお菓子は、季節ごとに形や色合いが異なり、「かわいい！おひなさまの（菱

餅）だ！」、「いちょうだ～！」と目の前に置かれたお菓子を見て、子どもたちから嬉しそうな声があが
ります。また５歳児は、最後のお茶会で茶筅を使って、お茶を点てる経験をします。初めて触れる道
具にドキドキしながらも、自分で点てたお抹茶を飲み終えたときには満足感でいっぱいのようです。

いつもと違う雰囲気もあり、和室に入るときには緊張した表情をしている子も少なくありません
が、  
日本の伝統文化に触れる貴重な時間であり、子どもたちにとっても楽しみな活動の一つとなっています。

なかよしこども会は、友だちと一緒に表現あそびを楽しむ中で発表する喜びを感じることをねら
いとして毎年１２月に行っています。

４才、５才児クラスの子どもたちが、うた、ことばあそび、合奏、劇あそびなどを行い、保護者の前
で披露しています。異年齢での発表も行い、交流をしながら楽しんでいます。幕間には５才児の小
グループがプチシアターとして、手品やダンス、おはなしなどを発表しています。最後の練習日には
１才～３才クラスをご招待。「お兄さんお姉さん」の姿を見て憧れの気持ちを持ったり、台詞を真似し
てみたりと、微笑ましい姿がみられています。

三鷹駅前保育園では、「子どもはもちろん、保護者の方々も笑顔で過ごせるひろば」を目指し、親子
ひろばを運営しています。

毎日２回のお楽しみ会や、月２回の身体測定、ボランティアの方々のお話し会など、イベントも盛
りだくさん。申込制の講座も、毎月いろいろなプログラムがあります。０歳～３歳児クラスまでの
お子さんが利用するひろばなので、特にベビーヨガやベビーマッサージ講座が人気です。その他に
も、年齢別の懇談会講座、保健・栄養講座の他、わらべうたやふれあいあそび、手作りおもちゃなど、
子育てを楽しめるようなプログラムも行っています。

ひろばの職員はじめ、園職員全員が地域の子育てサポーターとして、来てくださる親子とふれあえ
るよう努めつつ、ひろばを親子でホッとできる場、保護者同士の交流の場にしていきたいと思っています。

どうぞご気軽にあそびに来てくださいね！

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

ほのぼのネットとの交流(年長組)

お茶会

なかよしこども会

親子ひろば

三鷹西野保育園

三鷹ちどりこども園
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子育てを楽しめるようなプログラムも行っています。

ひろばの職員はじめ、園職員全員が地域の子育てサポーターとして、来てくださる親子とふれあえ
るよう努めつつ、ひろばを親子でホッとできる場、保護者同士の交流の場にしていきたいと思っています。

どうぞご気軽にあそびに来てくださいね！

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

ほのぼのネットとの交流(年長組)

お茶会

なかよしこども会

親子ひろば

三鷹西野保育園

三鷹ちどりこども園
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平成29年度重点事業

■ 本部事務局�

【本部事務局】

１．社会福祉法改正への対応

２．人事任用制度の検証

３．情報環境に対応した事務の改善

■ 高齢者福祉部�

【三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう】

１．在宅復帰及び在宅支援のための
　　リハビリテーションの充実
２．災害対策の充実

３．サービスの質の向上と職員の研修体制の充実

【三鷹市井の頭地域包括支援センター】

１．介護予防・生活支援サービスの充実

２．在宅医療・介護連携の推進

３．認知症の正しい理解と幅広い年代層で支える
　　仕組みづくり
４．相談体制の強化と啓発活動

【在宅福祉サービス事業】

１．利用者の状況に合わせた相談支援

２．食事サービスの充実

３．会員制度の内容の見直し

４．緊急通報サービスの見直し

【はなかいどう指定居宅介護支援事業所】

１．地域づくりの一員としての取り組み

２．多職種連携の体制づくり

３．サービス提供体制の維持

【ヘルパーステーションはなかいどう】

１．介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み

２．役割に応じた研修体制の充実

３．システム変更による業務の効率化

４．安定したサービス提供体制への取り組み

■ 児童福祉部�

【児童支援室】

１．児童福祉施設の安定的な運営に向けた体制の整備

２．保育人材の確保・定着

３．施設・設備の計画的な維持・保全

【三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮】

１．自立の促進

２．精神的安定に向けた支援

３．子どもの健やかな成長への支援

４．母親のキャリアアップへの支援

■ 保育園・こども園�

【三鷹西野保育園】

１．保育内容の充実

２．地域に根ざした運営と世代を超えた交流

３．情報提供の充実

【三鷹ちどりこども園】

１．保育内容の充実

２．基礎となる能力の育成

３．公私連携保育所型認定こども園としての機能の充実

４．共に育ち合う子育ての実践

【三鷹駅前保育園】

１．保育内容の充実

２．地域に根ざした運営

３．子育て支援の充実

４．近隣保育園との交流

５．待機児解消への取り組み

【三鷹南浦西保育園】

１．保育内容の充実

２．在宅子育て支援の充実

３．地域防災・防犯力の構築

４．情報発信の充実

【三鷹赤とんぼ保育園】

１．保育内容の充実

２．在宅子育て支援の充実

３．危機管理の強化

４．組織力の向上に向けた取り組み
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事業団が三鷹赤とんぼ保育園の運営を開始し、１年
が経過いたしました。日頃より皆様のお力添えをいた
だいておりますことを心より感謝申し上げます。

事業団が運営する保育園・こども園の５園（三鷹西野
保育園、三鷹ちどりこども園、三鷹駅前保育園、三鷹南浦西保育

園、三鷹赤とんぼ保育園）は、公私連携型民設民営保育園・
こども園となりました。５園の連携をさらに強化し、
三鷹市と連携を図りながら、保育の質を確保し、更な
る向上に向けて保育事業を充実してまいります。

また、保育人材の確保・定着にむけ、補助金を活用し、
宿舎借り上げ事業を継続するなど保育士等の処遇改善
を図ります。

母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を充実して
いきます。

高齢福祉事業では、介護保険制度において、利用者
の所得によっては本人負担が2割となり、自己負担が
増える傾向にあります。一方、介護報酬は事業者に対
する報酬単価を減らす方向で検討されており、老人保
健施設はなかいどう、居宅介護支援事業所、ヘルパー
ステーションはなかいどうなどへの影響が心配されま
す。今後も、制度改正による経営への影響を分析し、
施設サービスの質の向上と新たな加算の取得に向けた

検討を引き続き行うなど、地域に根ざした在宅生活支
援施設としての役割を果たすため、健全経営の継続に
努めます。

在宅福祉サービスについても、引き続き在宅生活を
支えるため、利用会員の会費の見直しや、協力会員に
よるサービスの拡充と短時間サービスの周知を図るな
ど、より利用しやすいサービスの提供を進めてまいり
ます 。

国においては平成29年4月から改正社会福祉法を施
行し、法人運営の透明性の向上、経営組織のガバナン
ス強化、地域における公益的な取組実施など、社会の
ニーズに沿った法人経営を求めています。事業団とし
ては法に基づき、今後も適切に地域課題に対応してま
いります。

平成29年度の事業団の運
営にあたっては、新たに策定
している中期経営計画（第３

次）を踏まえ、事業環境の変
化に的確に対応し、利用者へ
のサービスや地域福祉の充
実を目指して、健全経営によ
る一層の努力を進めてまい
ります。

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
理事長　津端　修

理事長挨拶

平成29年度資金収支予算

平成29年度事業計画及び資金収支予算については
事業団ホームページで詳細をご覧いただけます。

http://www.mitaka.or.jp/
⬇

支 出 予 算 額
会　計 平成29年度

予算額
平成28年度
予算額 差　異

本部事務局 69,222 65,317 3,905
児童支援室 57,728 24,000 33,728
母子生活支援施設 40,014 42,332 △2,318
西野保育園 179,395 182,311 △2,916
ちどりこども園 156,932 126,750 30,182
三鷹駅前保育園 197,726 173,590 24,136
南浦西保育園 179,476 156,155 23,321
赤とんぼ保育園 220,157 200,795 19,362
老人保健施設 395,462 394,892 570
ヘルパーステーション 46,866 47,060 △194
合計 1,542,978 1,413,202 129,776
在宅福祉サービス 116,953 108,990 7,963
地域包括支援センター 48,802 45,820 2,982
居宅介護支援事務所 38,068 36,461 1,607
合計 203,823 191,271 12,552

総　　計 1,746,801 1,604,473 142,328

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

（単位：千円）

年長になると、月に一回、園の近くの地区公会堂へ、日ごろ楽しんでいる手遊びや歌などを披露し
に行っています。地区公会堂には地域の高齢者の方が集まり毎月子どもたちが来ることを楽しみに
してくれています。

七夕の時期は高齢者の方と笹の葉飾りを折り紙で一緒に作り交流を深めました。
１０月には運動会で行った組体操を披露したり、ひなまつりには「おひなさま」の歌に合わせ衣装

を身に着けて、自分たちで考えた踊りを披露するなど、毎年行っています。毎月歌っている歌や手遊
びも、皆さんの前で披露し大きな拍手をもらう事で自信につながっているようです。披露する内容
は毎年変わりますが地域の方々との交流は西野保育園の伝統として、ずっと続けています。地域の方との交流を何よりも楽しみにし
ている子どもたちなので、これからも交流を深め、子どもたちと内容を相談しながら楽しんでいけたらと思います。

三鷹ちどりこども園では４，５歳児を対象に、園内にある和室を利用してお茶会を行っています。
年３回ある中で、お抹茶を飲んだり、正座をして話を聞いたり、“和敬清寂”の心を知ったりしていま
す。会の中で出される甘いお菓子は、季節ごとに形や色合いが異なり、「かわいい！おひなさまの（菱

餅）だ！」、「いちょうだ～！」と目の前に置かれたお菓子を見て、子どもたちから嬉しそうな声があが
ります。また５歳児は、最後のお茶会で茶筅を使って、お茶を点てる経験をします。初めて触れる道
具にドキドキしながらも、自分で点てたお抹茶を飲み終えたときには満足感でいっぱいのようです。

いつもと違う雰囲気もあり、和室に入るときには緊張した表情をしている子も少なくありません
が、  
日本の伝統文化に触れる貴重な時間であり、子どもたちにとっても楽しみな活動の一つとなっています。

なかよしこども会は、友だちと一緒に表現あそびを楽しむ中で発表する喜びを感じることをねら
いとして毎年１２月に行っています。

４才、５才児クラスの子どもたちが、うた、ことばあそび、合奏、劇あそびなどを行い、保護者の前
で披露しています。異年齢での発表も行い、交流をしながら楽しんでいます。幕間には５才児の小
グループがプチシアターとして、手品やダンス、おはなしなどを発表しています。最後の練習日には
１才～３才クラスをご招待。「お兄さんお姉さん」の姿を見て憧れの気持ちを持ったり、台詞を真似し
てみたりと、微笑ましい姿がみられています。

三鷹駅前保育園では、「子どもはもちろん、保護者の方々も笑顔で過ごせるひろば」を目指し、親子
ひろばを運営しています。

毎日２回のお楽しみ会や、月２回の身体測定、ボランティアの方々のお話し会など、イベントも盛
りだくさん。申込制の講座も、毎月いろいろなプログラムがあります。０歳～３歳児クラスまでの
お子さんが利用するひろばなので、特にベビーヨガやベビーマッサージ講座が人気です。その他に
も、年齢別の懇談会講座、保健・栄養講座の他、わらべうたやふれあいあそび、手作りおもちゃなど、
子育てを楽しめるようなプログラムも行っています。

ひろばの職員はじめ、園職員全員が地域の子育てサポーターとして、来てくださる親子とふれあえ
るよう努めつつ、ひろばを親子でホッとできる場、保護者同士の交流の場にしていきたいと思っています。

どうぞご気軽にあそびに来てくださいね！

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

ほのぼのネットとの交流(年長組)

お茶会

なかよしこども会

親子ひろば

三鷹西野保育園

三鷹ちどりこども園

4

老人保健施設はなかいどう

三鷹市井の頭地域包括支援センターの活動

大人気！ドッグセラピーの開催

毎月、ご利用者が楽しみにしている、セラピー犬との交流会がありま
す。この日は、ボランティアグループ「深大寺人と緑と犬の会」の皆様が、
元気な２匹のセラピー犬を連れて訪問してくださいました。入所中のご
利用者、約20名が参加されました。
訓練されたセラピー犬は、ご利用者お一人ずつ、寄り添うように廻り
ます。最初は大型犬を前に二の足を踏んでいた方も、次第に打ち解け、

優しく撫でていらっしゃいます。「昔うちも、犬
を飼ってたんだよね..」と懐かしい思い出がよ
みがえったり、「早くこっちに来て、私ワンちゃ
ん大好き…」と待ちきれない方、顔を摺り寄せ
るように両手で撫でる姿なども見られました。
セラピー犬との触れ合いを通し、ご病気などにより、日常的に感情の不
安定な方が、自然と優しい眼差し、穏やかな表情になっていきます。まさ
にドッグセラピー効果を実感する瞬間です。

ご利用者にとってセラピー犬との交流会は、こころ温まり、癒しがあふ
れる時間になっています。

井の頭地域包括支援センターは、三鷹市が推進する地域の支えあいの仕組み「地域ケアネットワー
ク・井の頭」を構成する一団体として、ケアネット事業に協力しています。

去る1月24日、井の頭コミュニティ・センターにて「これからの認知症予防と転倒防止」などをテ
ーマに「ふれあいサロン・井の頭」が開催されました。高水クリニックの高水研一院長のお話に続き、
井の頭地域包括支援センター職員からは、地域の方が利用できる各種サービスや相談窓口について
ご紹介しました。参加者は熱心に耳を傾け、茶話会では和や
かな雰囲気で会話が弾みました。
井の頭地域包括支援センターでは、各地域団体との連携、事
業への協力を進めながら、地域にお住まいの高齢者が住み慣
れた地域で暮らし続けられるよう、地域の皆様とともに支援
してまいります。

三鷹市井の頭地域包括支援センター（井の頭地区担当）
連絡先：0422-44-7400
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事業団が三鷹赤とんぼ保育園の運営を開始し、１年
が経過いたしました。日頃より皆様のお力添えをいた
だいておりますことを心より感謝申し上げます。

事業団が運営する保育園・こども園の５園（三鷹西野
保育園、三鷹ちどりこども園、三鷹駅前保育園、三鷹南浦西保育

園、三鷹赤とんぼ保育園）は、公私連携型民設民営保育園・
こども園となりました。５園の連携をさらに強化し、
三鷹市と連携を図りながら、保育の質を確保し、更な
る向上に向けて保育事業を充実してまいります。

また、保育人材の確保・定着にむけ、補助金を活用し、
宿舎借り上げ事業を継続するなど保育士等の処遇改善
を図ります。

母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を充実して
いきます。

高齢福祉事業では、介護保険制度において、利用者
の所得によっては本人負担が2割となり、自己負担が
増える傾向にあります。一方、介護報酬は事業者に対
する報酬単価を減らす方向で検討されており、老人保
健施設はなかいどう、居宅介護支援事業所、ヘルパー
ステーションはなかいどうなどへの影響が心配されま
す。今後も、制度改正による経営への影響を分析し、
施設サービスの質の向上と新たな加算の取得に向けた

検討を引き続き行うなど、地域に根ざした在宅生活支
援施設としての役割を果たすため、健全経営の継続に
努めます。

在宅福祉サービスについても、引き続き在宅生活を
支えるため、利用会員の会費の見直しや、協力会員に
よるサービスの拡充と短時間サービスの周知を図るな
ど、より利用しやすいサービスの提供を進めてまいり
ます 。

国においては平成29年4月から改正社会福祉法を施
行し、法人運営の透明性の向上、経営組織のガバナン
ス強化、地域における公益的な取組実施など、社会の
ニーズに沿った法人経営を求めています。事業団とし
ては法に基づき、今後も適切に地域課題に対応してま
いります。

平成29年度の事業団の運
営にあたっては、新たに策定
している中期経営計画（第３

次）を踏まえ、事業環境の変
化に的確に対応し、利用者へ
のサービスや地域福祉の充
実を目指して、健全経営によ
る一層の努力を進めてまい
ります。

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団
理事長　津端　修

理事長挨拶

平成29年度資金収支予算

平成29年度事業計画及び資金収支予算については
事業団ホームページで詳細をご覧いただけます。

http://www.mitaka.or.jp/
⬇

支 出 予 算 額
会　計 平成29年度

予算額
平成28年度
予算額 差　異

本部事務局 69,222 65,317 3,905
児童支援室 57,728 24,000 33,728
母子生活支援施設 40,014 42,332 △2,318
西野保育園 179,395 182,311 △2,916
ちどりこども園 156,932 126,750 30,182
三鷹駅前保育園 197,726 173,590 24,136
南浦西保育園 179,476 156,155 23,321
赤とんぼ保育園 220,157 200,795 19,362
老人保健施設 395,462 394,892 570
ヘルパーステーション 46,866 47,060 △194
合計 1,542,978 1,413,202 129,776
在宅福祉サービス 116,953 108,990 7,963
地域包括支援センター 48,802 45,820 2,982
居宅介護支援事務所 38,068 36,461 1,607
合計 203,823 191,271 12,552

総　　計 1,746,801 1,604,473 142,328

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

（単位：千円）

年長になると、月に一回、園の近くの地区公会堂へ、日ごろ楽しんでいる手遊びや歌などを披露し
に行っています。地区公会堂には地域の高齢者の方が集まり毎月子どもたちが来ることを楽しみに
してくれています。

七夕の時期は高齢者の方と笹の葉飾りを折り紙で一緒に作り交流を深めました。
１０月には運動会で行った組体操を披露したり、ひなまつりには「おひなさま」の歌に合わせ衣装

を身に着けて、自分たちで考えた踊りを披露するなど、毎年行っています。毎月歌っている歌や手遊
びも、皆さんの前で披露し大きな拍手をもらう事で自信につながっているようです。披露する内容
は毎年変わりますが地域の方々との交流は西野保育園の伝統として、ずっと続けています。地域の方との交流を何よりも楽しみにし
ている子どもたちなので、これからも交流を深め、子どもたちと内容を相談しながら楽しんでいけたらと思います。

三鷹ちどりこども園では４，５歳児を対象に、園内にある和室を利用してお茶会を行っています。
年３回ある中で、お抹茶を飲んだり、正座をして話を聞いたり、“和敬清寂”の心を知ったりしていま
す。会の中で出される甘いお菓子は、季節ごとに形や色合いが異なり、「かわいい！おひなさまの（菱

餅）だ！」、「いちょうだ～！」と目の前に置かれたお菓子を見て、子どもたちから嬉しそうな声があが
ります。また５歳児は、最後のお茶会で茶筅を使って、お茶を点てる経験をします。初めて触れる道
具にドキドキしながらも、自分で点てたお抹茶を飲み終えたときには満足感でいっぱいのようです。

いつもと違う雰囲気もあり、和室に入るときには緊張した表情をしている子も少なくありません
が、  
日本の伝統文化に触れる貴重な時間であり、子どもたちにとっても楽しみな活動の一つとなっています。

なかよしこども会は、友だちと一緒に表現あそびを楽しむ中で発表する喜びを感じることをねら
いとして毎年１２月に行っています。

４才、５才児クラスの子どもたちが、うた、ことばあそび、合奏、劇あそびなどを行い、保護者の前
で披露しています。異年齢での発表も行い、交流をしながら楽しんでいます。幕間には５才児の小
グループがプチシアターとして、手品やダンス、おはなしなどを発表しています。最後の練習日には
１才～３才クラスをご招待。「お兄さんお姉さん」の姿を見て憧れの気持ちを持ったり、台詞を真似し
てみたりと、微笑ましい姿がみられています。

三鷹駅前保育園では、「子どもはもちろん、保護者の方々も笑顔で過ごせるひろば」を目指し、親子
ひろばを運営しています。

毎日２回のお楽しみ会や、月２回の身体測定、ボランティアの方々のお話し会など、イベントも盛
りだくさん。申込制の講座も、毎月いろいろなプログラムがあります。０歳～３歳児クラスまでの
お子さんが利用するひろばなので、特にベビーヨガやベビーマッサージ講座が人気です。その他に
も、年齢別の懇談会講座、保健・栄養講座の他、わらべうたやふれあいあそび、手作りおもちゃなど、
子育てを楽しめるようなプログラムも行っています。

ひろばの職員はじめ、園職員全員が地域の子育てサポーターとして、来てくださる親子とふれあえ
るよう努めつつ、ひろばを親子でホッとできる場、保護者同士の交流の場にしていきたいと思っています。

どうぞご気軽にあそびに来てくださいね！

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

ほのぼのネットとの交流(年長組)

お茶会

なかよしこども会

親子ひろば

三鷹西野保育園

三鷹ちどりこども園
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老人保健施設はなかいどう

三鷹市井の頭地域包括支援センターの活動

大人気！ドッグセラピーの開催

毎月、ご利用者が楽しみにしている、セラピー犬との交流会がありま
す。この日は、ボランティアグループ「深大寺人と緑と犬の会」の皆様が、
元気な２匹のセラピー犬を連れて訪問してくださいました。入所中のご
利用者、約20名が参加されました。
訓練されたセラピー犬は、ご利用者お一人ずつ、寄り添うように廻り

ます。最初は大型犬を前に二の足を踏んでいた方も、次第に打ち解け、
優しく撫でていらっしゃいます。「昔うちも、犬
を飼ってたんだよね..」と懐かしい思い出がよ
みがえったり、「早くこっちに来て、私ワンちゃ
ん大好き…」と待ちきれない方、顔を摺り寄せ
るように両手で撫でる姿なども見られました。
セラピー犬との触れ合いを通し、ご病気などにより、日常的に感情の不
安定な方が、自然と優しい眼差し、穏やかな表情になっていきます。まさ
にドッグセラピー効果を実感する瞬間です。

ご利用者にとってセラピー犬との交流会は、こころ温まり、癒しがあふ
れる時間になっています。

井の頭地域包括支援センターは、三鷹市が推進する地域の支えあいの仕組み「地域ケアネットワー
ク・井の頭」を構成する一団体として、ケアネット事業に協力しています。

去る1月24日、井の頭コミュニティ・センターにて「これからの認知症予防と転倒防止」などをテ
ーマに「ふれあいサロン・井の頭」が開催されました。高水クリニックの高水研一院長のお話に続き、
井の頭地域包括支援センター職員からは、地域の方が利用できる各種サービスや相談窓口について
ご紹介しました。参加者は熱心に耳を傾け、茶話会では和や
かな雰囲気で会話が弾みました。
井の頭地域包括支援センターでは、各地域団体との連携、事

業への協力を進めながら、地域にお住まいの高齢者が住み慣
れた地域で暮らし続けられるよう、地域の皆様とともに支援
してまいります。

三鷹市井の頭地域包括支援センター（井の頭地区担当）
連絡先：0422-44-7400
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人びとが健やかに安心して暮らせるよう、公正かつ思いやりのある
サービスを提供することにより、地域における信頼を創造します。

三鷹市社会福祉事業団施設等一覧

  児童福祉部

●児童支援室／TEL：0422（24）8881
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30
●三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮
●三鷹西野保育園／TEL：0422（39）7030
　〒181-0016 東京都三鷹市深大寺3-3-10
●三鷹ちどりこども園／TEL：0422（72）9220
　〒181-0012 東京都三鷹市上連雀4-12-26
●三鷹駅前保育園／TEL：0422（79）5441
　〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-30-12
●三鷹南浦西保育園／TEL：0422（40）7551
     〒181-0013 東京都三鷹市下連雀7-2-1
●三鷹赤とんぼ保育園／TEL：0422（40）0600
     〒181-0002 東京都三鷹市牟礼3-9-3

  本部事務局
     TEL：0422（44）5211　　info@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼6-12-30

23 み
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  高齢者福祉部　

●三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう
　TEL：0422（44）7700　　info-hanakaido@mitaka.or.jp
●三鷹市井の頭地域包括支援センター
　TEL：0422（44）7400　　info-houkatu@mitaka.or.jp
●在宅福祉サービス
　TEL：0422（43）8804　　info-zaifuku@mitaka.or.jp
●はなかいどう指定居宅介護支援事業所
　TEL：0422（76）8815　　info-kyotaku@mitaka.or.jp
●ヘルパーステーションはなかいどう
　TEL：0422（43）8810　　info-station@mitaka.or.jp
　〒181-0002 東京都三鷹市牟礼 6-12-30
●井の頭地域福祉支援センター
　TEL：0422（24）7335　　 info-inokashira@mitaka.or.jp
　〒181-0001 東京都三鷹市井の頭 2-32-30 
　　　　　　 （井の頭コミュニティ・センター新館１階内）

社会福祉法人 三鷹市社会福祉事業団社会福祉法人 三鷹市社会福祉事業団

あたたかい
善意を
ありがとう
ございます

平成28年度、当事業団及び各事業宛てに多くの皆様よりご寄附をいただきました。

禅林寺龍華会基金 様　介護用ベッド車椅子等　3,049,640 円相当
他ご寄附　10件　93,000 円

保育園・こども園

園庭にて（三鷹南浦西保育園）

三鷹台保育園と高山保育園が統合し、スタートした三鷹赤とんぼ保育園。平成28年４月に
新たなスタートを切ってから、早一年が経ちます。
思い返せば、ドキドキわくわくしたきれいな園舎、おみこしの練り歩きや地域の方向けの
出店でにぎわった夏まつり、初めて高山小学校をお借りして行った運動会、そして、５歳児ク
ラスは地域の施設に太鼓を披露しに行ったり、４・５歳児クラスで隣の遊歩道にお花を植え
たりもしました。　
三鷹赤とんぼ保育園で、初めての行事を経験した子どもたち。そして、秋からは一時保育
も始まり、地域開放事業「赤とんぼひろば」や園見学にはたくさんの地域の方にご参加いただ
き、毎日のように地域の方が園にいらっしゃっています。“地域の保育園”として、地域とと
もに歩んでいける保育園でありたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

三鷹赤とんぼ保育園

開園１年間の様子


