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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）
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平成29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　介護用電動ベッド等　2,854,340円相当
他ご寄附　11件　148,000円

保育園・こども園

ホールにて（三鷹駅前保育園）

４・５歳児クラスが行う調理保育で芋煮会を行いました。
事前に話し合い、芋煮に使う野菜を子どもたちが投票し、人参・大根・ごぼう・

しめじ・さつま芋・きゅうりを入れることになりました。
以前、食育活動の一環として、だしを取って飲んでみたことがありました。

その時のことを思い出しながら話し合って、だしはかつおだしに決めました。
当日、４歳児クラスは、しめじをほぐし、こんにゃくと油揚げをちぎりました。

５歳児クラスは人参と大根の皮をピーラーでむき、ごぼうの皮をアルミホイル
でむきました。芋煮は、年下の子どもたちも食べることを知ると、「小さい子たちでも食べやすいように」と、
弟や妹、小さい子たちのことを考えながら取り組みました。
出来上がった芋煮を含めた給食をホールで食べました。自分たちで作って、みんなで食べるご飯は、いつ

も以上においしいものでした。

三鷹赤とんぼ保育園 芋煮会
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事業団が、中期経営計画（第３次）に基づき、堅実な事
業運営ができていることは、日頃より皆様のご支援を
いただいている賜物と心より感謝申し上げます。
事業団が運営する高齢者福祉事業においては、国が
地域包括ケアシステムの推進など制度の安定性の確保
の視点から介護保険制度を改正することに伴い、介護
保険料が引き上げられ、利用者等の負担が増える傾向
にあります。しかしながら、介護人材不足の解消に向
けて、三鷹市が実施する家賃補助等や介護職員などの
処遇改善を活用し、介護人材の確保に努め、引き続き
老人保健施設の健全経営の継続に努めてまいります。
また、介護予防・日常生活支援事業は、三鷹市独自
基準が見直されますので、その周知を図り、一般介護
予防事業サービスとして「通いの場」づくりを支援し、
併せて三鷹市に開設された在宅医療・介護連携支援窓
口「連携窓口みたか」と情報共有し、地域包括支援セン
ターによる地域ネットワークづくりを行います。
はなかいどう指定居宅介護支援事業所では、サービ
ス体制を維持するため、主任介護支援専門員を計画的
に育成し、ヘルパーステーションはなかいどうでは、
訪問型サービスが適切に提供できるよう登録ヘルパー

やみたかふれあい支援員の支援体制を充実します。
在宅福祉サービスについては、会費の改定と配食サ
ービスの利用会員の拡充、協力会員によるサービスの
充実、短時間サービスの周知を進めます。
母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者や子どもへの支援を充実していきます。
保育園・子ども園については、新しい保育所保育指
針を踏まえ、質の高い良好な運営を継続し、公私連携
型民設民営保育園として三鷹市との連携を図りながら
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・育成に向けて、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
等の処遇改善を図るとともに、研修の充実に努め、働
きやすい環境の整備を進め
ます。
今後とも、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30年度資金収支予算

平成30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30年度

予算額
平成29年度
予算額 差　異

本部事務局 74,389 69,222 5,167
児童支援室 119,575 57,728 61,847
母子生活支援施設 40,272 40,014 258
三鷹西野保育園 194,552 179,395 15,157
三鷹ちどりこども園 150,389 156,932 △6,543
三鷹駅前保育園 206,724 197,726 8,998
三鷹南浦西保育園 195,302 179,476 15,826
三鷹赤とんぼ保育園 246,341 220,157 26,184
老人保健施設 402,942 395,462 7,480
ヘルパーステーション 37,699 46,866 △9,167
合計 1,668,185 1,542,978 125,207
在宅福祉サービス 111,467 116,953 △5,486
地域包括支援センター 50,196 48,802 1,394
居宅介護支援事業所 40,489 38,068 2,421
合計 202,152 203,823 △1,671

総　　計 1,870,337 1,746,801 123,536

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

（単位：千円）

卒園でお別れとなる５歳児クラスと楽しい思い出をつくろうと、３・４・５歳で、
保育園の近くの深大寺グラウンドへお別れ散歩に行きました。玉入れの道具やボール
を持っていき、ミニ運動会を楽しみました。
クラス混合で３チームに分かれ、「がんばるぞ！エイエイオー！！」の掛け声で玉い

れがスタート！「がんばれー！」と同じチームのお友だちを応援をしました。また、５
歳と3・4歳がペアを組み、ボール運びもしました。
保育園に帰ってきてからは３・４・５歳で会食をしました。５歳児はランチョンマ

ットを敷いて“特別の日”の雰囲気の中、３クラスで楽しい時間を過ごし、たくさん思い出を作ることができまし
た。

４月から小学校に入学する年長クラスの子どもたちが近隣の小学校へ行き、２年生
と交流を行っています。
学校探検の当日、少し緊張しながら、張り切って小学校へ向かいました。まず体育

館に集まり、交流内容の説明と小学校の紹介を聞きました。
一人ずつ小学生が手をつないでくれ、学校内を案内してくれました。音楽室や図工

室、給食室、校長室まで見せてくれ、「小学校って大きいなぁ」と驚きながら、キョロキ
ョロと各教室を見渡していました。
その後は、数名のグループで「ボール回しゲーム」や「わなげ」などのミニゲームをし、

小学生が絵本の読み聞かせをしてくれて、楽しい時間を過ごしました。
最後に小学生から折り紙で作ったコマをプレゼントしてもらい、「緊張したけど楽しかった」と子どもたちも大

喜びでした。この学校探検で、就学への期待がさらに大きくなったようでした。

地震、火事を想定し毎月の避難訓練やビル全体での訓練を行っています。ビルの中
の保育園なので、避難をするときには必ず階段を降りなければなりません。乳児のみ
の保育園ということもあり、階段を歩いて降りることが危険なため、抱っこやおんぶ
で、職員が１階集合場所まで園児を避難させます。また一時保育、親子ひろば利用の
方も一緒に避難訓練に参加していただいています。親子ひろばでは訓練後、緊急時の
避難口はどこなのかなどを利用者と一緒に確認をしています。今後も皆様にご協力頂
きながら、安心安全に過ごしていけるよう訓練を行っていきたいと思います。

卒園する年長組が年下のクラスの仲間たちに“これまでありがとう”という気持ちを
込めて、カレーをふるまう日がカレーパーティーです。
今年は年長組が自分たちでカレーの具材は何にしようか？と相談し、必要な材料を

買い物し、さらに、野菜を洗ったり、お米を研いだり、野菜の下ごしらえをしたり、年長
組が年下の仲間たちのために、気持ちを込めて作業しました。年長組が考えた今年度
ならではのカレーには“しめじ”や“コーン”が入り、いつものメニューとは違った味と
なりました。自分たちが手がけたカレーの出来上がりに年長組の子どもたちも大満足
だったようです。
当日は年長組と年下の子どもたちがホールに集まり、卒園する年長組とテーブルを共にし、会話を楽しみながら

の会食となりました。年下の仲間たちも年長組が手がけたカレーに「おいしい」と笑顔いっぱいでした。

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

お別れ散歩

カレーパーティー

避難訓練

学校探検

三鷹西野保育園

三鷹ちどりこども園
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平成30年度重点事業

■ 本部事務局 

【本部事務局】

１．セキュリティ意識の向上及び情報システムの検証

２．会計事務の検証及び効率的、効果的な運用の検討

３．人事・給与制度の適切な運用と新規人材確保施策の活用

■ 高齢者福祉部 

【三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう】

１．最重要課題である在宅復帰及び在宅支援体制の充実

２．災害対策の充実

３．サービスの質の向上と職員の教育体制の充実

４．人材の確保

【三鷹市井の頭地域包括支援センター】

１．介護予防・日常生活支援総合事業改正の周知

２．介護予防・生活支援サービスの充実

３．在宅医療・介護連携の推進

４．地域住民や団体との関係強化

【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．会員の拡大に向けた取り組み

【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．多職種連携の体制強化

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．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．保育園・こども園の職員体制の充実　

２．保育従事職員の処遇改善とキャリアアップの推進

３．保育従事職員の人材育成

【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．支援の質の向上

【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

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．資質・能力の基礎となる力の育成

３．共に育ち合う子育ての実践と地域子育て支援

【三鷹駅前保育園】

１．保育内容の充実

２．在宅子育て支援の充実

３．近隣保育園との交流

４．危機管理体制の強化

【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と世代を超えた交流

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．危機管理体制の強化

４．組織力の向上に向けた取り組み
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事業団が、中期経営計画（第３次）に基づき、堅実な事
業運営ができていることは、日頃より皆様のご支援を
いただいている賜物と心より感謝申し上げます。
事業団が運営する高齢者福祉事業においては、国が
地域包括ケアシステムの推進など制度の安定性の確保
の視点から介護保険制度を改正することに伴い、介護
保険料が引き上げられ、利用者等の負担が増える傾向
にあります。しかしながら、介護人材不足の解消に向
けて、三鷹市が実施する家賃補助等や介護職員などの
処遇改善を活用し、介護人材の確保に努め、引き続き
老人保健施設の健全経営の継続に努めてまいります。
また、介護予防・日常生活支援事業は、三鷹市独自
基準が見直されますので、その周知を図り、一般介護
予防事業サービスとして「通いの場」づくりを支援し、
併せて三鷹市に開設された在宅医療・介護連携支援窓
口「連携窓口みたか」と情報共有し、地域包括支援セン
ターによる地域ネットワークづくりを行います。
はなかいどう指定居宅介護支援事業所では、サービ
ス体制を維持するため、主任介護支援専門員を計画的
に育成し、ヘルパーステーションはなかいどうでは、
訪問型サービスが適切に提供できるよう登録ヘルパー

やみたかふれあい支援員の支援体制を充実します。
在宅福祉サービスについては、会費の改定と配食サ
ービスの利用会員の拡充、協力会員によるサービスの
充実、短時間サービスの周知を進めます。
母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者や子どもへの支援を充実していきます。
保育園・子ども園については、新しい保育所保育指
針を踏まえ、質の高い良好な運営を継続し、公私連携
型民設民営保育園として三鷹市との連携を図りながら
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・育成に向けて、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
等の処遇改善を図るとともに、研修の充実に努め、働
きやすい環境の整備を進め
ます。
今後とも、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30年度資金収支予算

平成30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30年度

予算額
平成29年度
予算額 差　異

本部事務局 74,389 69,222 5,167
児童支援室 119,575 57,728 61,847
母子生活支援施設 40,272 40,014 258
三鷹西野保育園 194,552 179,395 15,157
三鷹ちどりこども園 150,389 156,932 △6,543
三鷹駅前保育園 206,724 197,726 8,998
三鷹南浦西保育園 195,302 179,476 15,826
三鷹赤とんぼ保育園 246,341 220,157 26,184
老人保健施設 402,942 395,462 7,480
ヘルパーステーション 37,699 46,866 △9,167
合計 1,668,185 1,542,978 125,207
在宅福祉サービス 111,467 116,953 △5,486
地域包括支援センター 50,196 48,802 1,394
居宅介護支援事業所 40,489 38,068 2,421
合計 202,152 203,823 △1,671

総　　計 1,870,337 1,746,801 123,536

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

（単位：千円）

卒園でお別れとなる５歳児クラスと楽しい思い出をつくろうと、３・４・５歳で、
保育園の近くの深大寺グラウンドへお別れ散歩に行きました。玉入れの道具やボール
を持っていき、ミニ運動会を楽しみました。
クラス混合で３チームに分かれ、「がんばるぞ！エイエイオー！！」の掛け声で玉い

れがスタート！「がんばれー！」と同じチームのお友だちを応援をしました。また、５
歳と3・4歳がペアを組み、ボール運びもしました。
保育園に帰ってきてからは３・４・５歳で会食をしました。５歳児はランチョンマ

ットを敷いて“特別の日”の雰囲気の中、３クラスで楽しい時間を過ごし、たくさん思い出を作ることができまし
た。

４月から小学校に入学する年長クラスの子どもたちが近隣の小学校へ行き、２年生
と交流を行っています。
学校探検の当日、少し緊張しながら、張り切って小学校へ向かいました。まず体育

館に集まり、交流内容の説明と小学校の紹介を聞きました。
一人ずつ小学生が手をつないでくれ、学校内を案内してくれました。音楽室や図工

室、給食室、校長室まで見せてくれ、「小学校って大きいなぁ」と驚きながら、キョロキ
ョロと各教室を見渡していました。
その後は、数名のグループで「ボール回しゲーム」や「わなげ」などのミニゲームをし、

小学生が絵本の読み聞かせをしてくれて、楽しい時間を過ごしました。
最後に小学生から折り紙で作ったコマをプレゼントしてもらい、「緊張したけど楽しかった」と子どもたちも大

喜びでした。この学校探検で、就学への期待がさらに大きくなったようでした。

地震、火事を想定し毎月の避難訓練やビル全体での訓練を行っています。ビルの中
の保育園なので、避難をするときには必ず階段を降りなければなりません。乳児のみ
の保育園ということもあり、階段を歩いて降りることが危険なため、抱っこやおんぶ
で、職員が１階集合場所まで園児を避難させます。また一時保育、親子ひろば利用の
方も一緒に避難訓練に参加していただいています。親子ひろばでは訓練後、緊急時の
避難口はどこなのかなどを利用者と一緒に確認をしています。今後も皆様にご協力頂
きながら、安心安全に過ごしていけるよう訓練を行っていきたいと思います。

卒園する年長組が年下のクラスの仲間たちに“これまでありがとう”という気持ちを
込めて、カレーをふるまう日がカレーパーティーです。
今年は年長組が自分たちでカレーの具材は何にしようか？と相談し、必要な材料を

買い物し、さらに、野菜を洗ったり、お米を研いだり、野菜の下ごしらえをしたり、年長
組が年下の仲間たちのために、気持ちを込めて作業しました。年長組が考えた今年度
ならではのカレーには“しめじ”や“コーン”が入り、いつものメニューとは違った味と
なりました。自分たちが手がけたカレーの出来上がりに年長組の子どもたちも大満足
だったようです。
当日は年長組と年下の子どもたちがホールに集まり、卒園する年長組とテーブルを共にし、会話を楽しみながら

の会食となりました。年下の仲間たちも年長組が手がけたカレーに「おいしい」と笑顔いっぱいでした。

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

お別れ散歩

カレーパーティー

避難訓練

学校探検

三鷹西野保育園

三鷹ちどりこども園
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茶
話
会
の
様
子

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

老人保健施設のケアマネジャーの仕事

老人保健施設のケアマネジャーは、施設と家とを繋ぐ架け橋のような役目をしています。
    （例えば、はなかいどうに入所すると･･･）

「帰りたい」、「帰らせてあげたい」というご利用者、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、多職種が協
力して支援できるチームづくりをしていきたいと思っています（施設ケアマネジャー）。

茶話会を開催しました。
「知っ得情報！高齢者が利用できるサービスについて～介護予防や介護保険、相談窓口について知
っていますか～」というテーマで、地域住民向け説明会と交流会を開催しました。
今回、初めて会場を井之頭町会が管理する井の頭地区公会堂とし、会場確保や開催周知に井之頭町
会の全面的な協力をいただきました。当日は、会場いっぱいの43名の参加がありました。
内容は、三鷹市や地域包括支援センター職員からの説明のあと、小グ
ループごとに職員と住民の方とが茶話会として交流しました。初めて
顔を合わせた住民同士が知り合い、職員も地域の方の心配ごとを直接伺
うことができ、とても有意義な機会となりました。
今後も地域包括支援センターは、身近な地域での相談窓口として機能
すべく、積極的に地域に出向き、顔の見える関係づくりやネットワーク
づくりをすすめてまいります。

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

1 2 3

456

理学療法士と共に、利用
者の自宅を訪問、生活環
境を確認します。

多職種と連携し、自宅
に戻ることを目標にし
た計画書を作成します。
課題に対する成果を評
価し、見直しをしながら
進めます。

理学療法士と共に自宅
を訪問し、生活動作を確
認します。必要に応じ、
環境の調整、福祉用具、
在宅サービスの利用を
提案します。

訪問により、新たな課題
が見つかれば、計画書を
見直し、退所時期を検討
します。

在宅ケアマネジャーに
在宅復帰後の支援を依
頼します。利用者、家族
と繋ぎ、情報を引き継ぎ
ます。

退所後も積極的に
ご相談を受けています。
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事業団が、中期経営計画（第３次）に基づき、堅実な事
業運営ができていることは、日頃より皆様のご支援を
いただいている賜物と心より感謝申し上げます。
事業団が運営する高齢者福祉事業においては、国が

地域包括ケアシステムの推進など制度の安定性の確保
の視点から介護保険制度を改正することに伴い、介護
保険料が引き上げられ、利用者等の負担が増える傾向
にあります。しかしながら、介護人材不足の解消に向
けて、三鷹市が実施する家賃補助等や介護職員などの
処遇改善を活用し、介護人材の確保に努め、引き続き
老人保健施設の健全経営の継続に努めてまいります。
また、介護予防・日常生活支援事業は、三鷹市独自

基準が見直されますので、その周知を図り、一般介護
予防事業サービスとして「通いの場」づくりを支援し、
併せて三鷹市に開設された在宅医療・介護連携支援窓
口「連携窓口みたか」と情報共有し、地域包括支援セン
ターによる地域ネットワークづくりを行います。
はなかいどう指定居宅介護支援事業所では、サービ

ス体制を維持するため、主任介護支援専門員を計画的
に育成し、ヘルパーステーションはなかいどうでは、
訪問型サービスが適切に提供できるよう登録ヘルパー

やみたかふれあい支援員の支援体制を充実します。
在宅福祉サービスについては、会費の改定と配食サ
ービスの利用会員の拡充、協力会員によるサービスの
充実、短時間サービスの周知を進めます。
母子生活支援施設三鷹寮については、引き続き利用
者や子どもへの支援を充実していきます。
保育園・子ども園については、新しい保育所保育指
針を踏まえ、質の高い良好な運営を継続し、公私連携
型民設民営保育園として三鷹市との連携を図りながら
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・育成に向けて、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
等の処遇改善を図るとともに、研修の充実に努め、働
きやすい環境の整備を進め
ます。
今後とも、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30年度資金収支予算

平成30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30年度

予算額
平成29年度
予算額 差　異

本部事務局 74,389 69,222 5,167
児童支援室 119,575 57,728 61,847
母子生活支援施設 40,272 40,014 258
三鷹西野保育園 194,552 179,395 15,157
三鷹ちどりこども園 150,389 156,932 △6,543
三鷹駅前保育園 206,724 197,726 8,998
三鷹南浦西保育園 195,302 179,476 15,826
三鷹赤とんぼ保育園 246,341 220,157 26,184
老人保健施設 402,942 395,462 7,480
ヘルパーステーション 37,699 46,866 △9,167
合計 1,668,185 1,542,978 125,207
在宅福祉サービス 111,467 116,953 △5,486
地域包括支援センター 50,196 48,802 1,394
居宅介護支援事業所 40,489 38,068 2,421
合計 202,152 203,823 △1,671

総　　計 1,870,337 1,746,801 123,536

社
会
福
祉
事
業

公
益
事
業

（単位：千円）

卒園でお別れとなる５歳児クラスと楽しい思い出をつくろうと、３・４・５歳で、
保育園の近くの深大寺グラウンドへお別れ散歩に行きました。玉入れの道具やボール
を持っていき、ミニ運動会を楽しみました。
クラス混合で３チームに分かれ、「がんばるぞ！エイエイオー！！」の掛け声で玉い
れがスタート！「がんばれー！」と同じチームのお友だちを応援をしました。また、５
歳と3・4歳がペアを組み、ボール運びもしました。
保育園に帰ってきてからは３・４・５歳で会食をしました。５歳児はランチョンマ
ットを敷いて“特別の日”の雰囲気の中、３クラスで楽しい時間を過ごし、たくさん思い出を作ることができまし
た。

４月から小学校に入学する年長クラスの子どもたちが近隣の小学校へ行き、２年生
と交流を行っています。
学校探検の当日、少し緊張しながら、張り切って小学校へ向かいました。まず体育
館に集まり、交流内容の説明と小学校の紹介を聞きました。
一人ずつ小学生が手をつないでくれ、学校内を案内してくれました。音楽室や図工
室、給食室、校長室まで見せてくれ、「小学校って大きいなぁ」と驚きながら、キョロキ
ョロと各教室を見渡していました。
その後は、数名のグループで「ボール回しゲーム」や「わなげ」などのミニゲームをし、
小学生が絵本の読み聞かせをしてくれて、楽しい時間を過ごしました。
最後に小学生から折り紙で作ったコマをプレゼントしてもらい、「緊張したけど楽しかった」と子どもたちも大
喜びでした。この学校探検で、就学への期待がさらに大きくなったようでした。

地震、火事を想定し毎月の避難訓練やビル全体での訓練を行っています。ビルの中
の保育園なので、避難をするときには必ず階段を降りなければなりません。乳児のみ
の保育園ということもあり、階段を歩いて降りることが危険なため、抱っこやおんぶ
で、職員が１階集合場所まで園児を避難させます。また一時保育、親子ひろば利用の
方も一緒に避難訓練に参加していただいています。親子ひろばでは訓練後、緊急時の
避難口はどこなのかなどを利用者と一緒に確認をしています。今後も皆様にご協力頂
きながら、安心安全に過ごしていけるよう訓練を行っていきたいと思います。

卒園する年長組が年下のクラスの仲間たちに“これまでありがとう”という気持ちを
込めて、カレーをふるまう日がカレーパーティーです。
今年は年長組が自分たちでカレーの具材は何にしようか？と相談し、必要な材料を
買い物し、さらに、野菜を洗ったり、お米を研いだり、野菜の下ごしらえをしたり、年長
組が年下の仲間たちのために、気持ちを込めて作業しました。年長組が考えた今年度
ならではのカレーには“しめじ”や“コーン”が入り、いつものメニューとは違った味と
なりました。自分たちが手がけたカレーの出来上がりに年長組の子どもたちも大満足
だったようです。
当日は年長組と年下の子どもたちがホールに集まり、卒園する年長組とテーブルを共にし、会話を楽しみながら
の会食となりました。年下の仲間たちも年長組が手がけたカレーに「おいしい」と笑顔いっぱいでした。

三鷹駅前保育園

保育園・こども園

三鷹南浦西保育園

お別れ散歩

カレーパーティー

避難訓練

学校探検

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

老人保健施設のケアマネジャーの仕事

老人保健施設のケアマネジャーは、施設と家とを繋ぐ架け橋のような役目をしています。
    （例えば、はなかいどうに入所すると･･･）

「帰りたい」、「帰らせてあげたい」というご利用者、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、多職種が協
力して支援できるチームづくりをしていきたいと思っています（施設ケアマネジャー）。

茶話会を開催しました。
「知っ得情報！高齢者が利用できるサービスについて～介護予防や介護保険、相談窓口について知
っていますか～」というテーマで、地域住民向け説明会と交流会を開催しました。
今回、初めて会場を井之頭町会が管理する井の頭地区公会堂とし、会場確保や開催周知に井之頭町

会の全面的な協力をいただきました。当日は、会場いっぱいの43名の参加がありました。
内容は、三鷹市や地域包括支援センター職員からの説明のあと、小グ

ループごとに職員と住民の方とが茶話会として交流しました。初めて
顔を合わせた住民同士が知り合い、職員も地域の方の心配ごとを直接伺
うことができ、とても有意義な機会となりました。
今後も地域包括支援センターは、身近な地域での相談窓口として機能

すべく、積極的に地域に出向き、顔の見える関係づくりやネットワーク
づくりをすすめてまいります。

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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理学療法士と共に、利用
者の自宅を訪問、生活環
境を確認します。

多職種と連携し、自宅
に戻ることを目標にし
た計画書を作成します。
課題に対する成果を評
価し、見直しをしながら
進めます。

理学療法士と共に自宅
を訪問し、生活動作を確
認します。必要に応じ、
環境の調整、福祉用具、
在宅サービスの利用を
提案します。

訪問により、新たな課題
が見つかれば、計画書を
見直し、退所時期を検討
します。

在宅ケアマネジャーに
在宅復帰後の支援を依
頼します。利用者、家族
と繋ぎ、情報を引き継ぎ
ます。

退所後も積極的に
ご相談を受けています。
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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）

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29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　介護用電動ベッド等　2,854,340円相当
他ご寄附　11件　148,000円

保育園・こども園

ホールにて（三鷹駅前保育園）

４・５歳児クラスが行う調理保育で芋煮会を行いました。
事前に話し合い、芋煮に使う野菜を子どもたちが投票し、人参・大根・ごぼう・
しめじ・さつま芋・きゅうりを入れることになりました。
以前、食育活動の一環として、だしを取って飲んでみたことがありました。
その時のことを思い出しながら話し合って、だしはかつおだしに決めました。
当日、４歳児クラスは、しめじをほぐし、こんにゃくと油揚げをちぎりました。
５歳児クラスは人参と大根の皮をピーラーでむき、ごぼうの皮をアルミホイル
でむきました。芋煮は、年下の子どもたちも食べることを知ると、「小さい子たちでも食べやすいように」と、
弟や妹、小さい子たちのことを考えながら取り組みました。
出来上がった芋煮を含めた給食をホールで食べました。自分たちで作って、みんなで食べるご飯は、いつ
も以上においしいものでした。

三鷹赤とんぼ保育園 芋煮会


