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― 市民によるリレートークのご案内 ―

みたか・みんなの広場では、毎月いろいろな
市民の方に来ていただいて、熱い思いについ
てお話をしていただきます。

トーク担当 岩永泰造さん（元編集者 武蔵野市）
テーマ “ワークショップ「だれでもなれる市民ジャーナリスト

－コミュニティメディアの可能性」“
開催日時 2014年６月30日（月）午後1時30分～3時30分
場 所 みたか・みんなの広場（下連雀３丁目16-18)
参加人員 20名（事前申し込み、当日受付、先着順）
参加費用 200円（資料及びお茶代として）
参加申し込み なりきよ 携帯 ０８０－１３６２－５３５９

リレートーク次回予定
森田 義一さん（元日本テレビプロデューサー）
テーマ 「テレビは見ないでいよう」

開催日時：2014年7月28日（月）
午後1時30分～3時30分

みなさま、
退職後、これからの時間を使っ

て、なにをしようとお考えですか？
働く、起業をする、社会貢献をする、等取

り組むテーマはたくさんあるでしょう。 ご自身
の方向性を探すために、同じ立場の方々と話
し合って、自分らしいヒントを見つけませんか。

１．日時 未定
２．場所 三鷹市市民協働センター ２階

予定
３．内容 ミニ基本講演とワークショップ

テーマ「セカンドステージをどう生きるか」
４．参加申し込み

なりきよ 携帯 ０８０－１３６２－５３５９

みたか・みんなの広場運営協議会みたか・みんなの広場運営協議会みたか・みんなの広場運営協議会みたか・みんなの広場運営協議会
下連雀3-16-18

各サロンへの質問や申し込みは、直接主催者に
ご連絡をお願いします。

あずあずあずあずましの輪ましの輪ましの輪ましの輪
誰もが参加できる「いっしょにご飯たべましょ」

という集いの場です。
三鷹市井口４－３－１太陽荘１０３号

☎０４２２－３０－９１９０
ＮＰＯ法人Humanloop‘人の輪’

みたか・認知症家族支援のみたか・認知症家族支援のみたか・認知症家族支援のみたか・認知症家族支援の会会会会
認知症や高令者介護で悩むご家族の 「なん

でも相談の場」。毎月第１火曜・第３木曜(ボラン
ティアセンター)・第４金曜（オレンジカフェ：当
広場）

☎ ０８０－６６２７－３５５１ 石村

運営団体の活動紹介

三鷹市医療と福祉をすすめる三鷹市医療と福祉をすすめる三鷹市医療と福祉をすすめる三鷹市医療と福祉をすすめる会会会会
医療・福祉の相談事業、研修・学習会や、医

療機関とのネットワークの緊密な連携を目指し
ています。

☎ ０４２２－４４－４９６２ 駒林

ＮＰＯ法人グレースケア機構ＮＰＯ法人グレースケア機構ＮＰＯ法人グレースケア機構ＮＰＯ法人グレースケア機構
住み慣れたところで豊かな暮らしをいつまで

も！家事から介護、通院、観劇、趣味、旅行ま
で幅広いケアを提供しています。

☎ ０４２２－７０－２８０５ 柳本

シニアの活動と高齢者への
支援の両立を目指しています。
参加者を募集しています。

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人日本シニアジョブクラブ日本シニアジョブクラブ日本シニアジョブクラブ日本シニアジョブクラブ
☎０８０－１３６２－５３５９ なりきよ

三鷹科学遊びの会三鷹科学遊びの会三鷹科学遊びの会三鷹科学遊びの会
遊びの中でサイエンスの考え方を身に着けよ

う」という提案・活動です。毎月第４金曜に当広
場で（ママと子どもの科学あそび）。各小学校や
図書館などでも実施。

☎ ０８０－６６２７－３５５１ 石村

みたか・みんなの広場は、上記の各団体
の共同運営により、市民の話し合い・集
いの場づくりの活動をしています。団体
及び個人の方の参加を歓迎します。

------------ 関係をつくる関係をつくる関係をつくる関係をつくる ------------
人間の活動というものは、食べること

から始まって、作る、売る、と拡大して
きました。そして、作る、売るというと
ころは経済活動です。
徳島県のいろどり（葉っぱビジネス）は、
作る、を集めるとし、里山では木屑を原
料に転嫁しました。
私たちが、市民活動をしていく場合に

もなんらかのものを「作る」ことが必要
だと考えています。しかし、葉っぱもな
い、里山という隠れた資源が難しい東京
で、なにを作り、なにを探せばいいのか
が、大きな課題です。
「居場所つくり」は、場所を準備します
が、まだなにかを「作る」という段階に
は至っていません。
「コミュニティ・ミュージアムへ」

（岩波）を読んで感じたこと。それは、
コミュニティとは「関係を作る」ことか
な、ということです。英語ではコミュニ
ケーションというのでしょうが、やはり
日本語で「関係」というほうがぴったり
きます。そして、それは「縁」でもあり
ます。
「関係を作る」という意識を持てば、

新しいことに気が付くかもしれないと
思っています。
「関係をつくる」、これが当面のキー
ワードです。

こ
こ
に
、
足
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な
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だ
？



NPO法人HumanLoop’人の輪‘は、高齢者が共同で生活する場所として、「みたかの家」
の運営を始めました。現在、いっしょにお住まいになる方を募集しています。募集条件等
は下記のとおりです。
【住所】グループリビング・みたかの家 三鷹市下連雀4丁目５番１９号
【募集条件】
（１）現在心身ともに自立している方で、原則として60歳以上の単身者。車椅子で生活する
方も応募できます。
（２）終生共に暮らすことになる仲間との良い人間関係を
築く意欲のある方。
（３）第3の人生を元気に暮らす希望を持ち、月額所得が
214未満千円でかつ月額13万円程度の生活費用
（家賃込み）が負担可能な方。
【問い合せ先】

ＮＰＯ法人Ｈｕｍａｎｌｏｏｐ みたかの家

☎ ０４２２－２６－８７７０ ０４２２－３１－３００３
るま・るま・るま・るま・ばぐばぐばぐばぐーーーーすすすす

フェアトレードの商品を中心に、
手作り品、無農薬栽培食品、衣類、
バッグ、ストール、等々・・・・。
大好評「セイロンの紅茶」 ￥６９４

「カレーの壺」 ￥６２７
営業時間11：00～18：00（日、月曜
休日）
三鷹市下連雀4-17-6-101（NTTビ
ル前） ☎0422-41-4666

ララララ・・・・ターブルターブルターブルターブル
レストラン、カフェを井の頭公園の
林の横につくりました。
ランチタイムメニュー
洋プレート1,000 円 和プレート
1,000 円
その他コース料理など 2000 円～
(要予約)
三鷹市井の頭5-16-1

☎0422-41-1273

わくわくサポート三鷹わくわくサポート三鷹わくわくサポート三鷹わくわくサポート三鷹
概ね55歳以上の方を対象にした

無料職業紹介所です。新規ご登
録頂くと、約7.000件の求人案件か
ら職業紹介を受けることができます。

三鷹市下連雀４－１７－２３
三鷹市市民協働センター１階

火曜日、日曜日、祝日定休
☎０４２２－４５－８６４５

本チラシへの情報掲載について
は事務局までご連絡ください。

事務局：なりきよ
☎０８０－１３６２－５３５９

メール：ｋｎａｒｉｋｉｙｏ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

「医療・福祉・教育・・・」を考える集い
― 自分たちで作る街のつきあい

東洋医学と西洋医学東洋医学と西洋医学東洋医学と西洋医学東洋医学と西洋医学

日時：５月３１（日）13:30～15:30
場所：三鷹市消費者センター３Ｆ
内容
①「老いたら共に生きよう」

ﾋｭｰﾏﾝﾙｰﾌﾟ‘人の輪’ 竹内碩子
グループリビング<みたかの家>を実現した竹内碩

子さんに、これまでの道のりとこれからの展望を伺い

ます。
②「東洋医学と西洋医学」

～暮らしの中の運動と薬～
三鷹市医師会会長 若林研司
東洋医学と西洋医学の特性を知り、違いをわきまえ、

相補う方法を伺います。

参加ご希望の方は当日、会場においでくださ
い。
主催：三鷹市医療と福祉をすすめる会
後援：三鷹市医師会 三鷹市歯科医師会

三鷹市薬剤師会
☎0422-44-4962 駒林

つながりのはじめましてつながりのはじめましてつながりのはじめましてつながりのはじめまして
からだとまちに良い朝の習慣！
ラジオ体操で早起きと健康づくり、
朝カフェでおしゃべりを一緒に楽し
みませんか？
毎週日曜日 6:25〜7:10
ラジオ体操歌、第1,第2,ペアスト
レッチ、 ウォーキング＆ゴミ拾い
場所:三鷹駅南口ジブリ行きバス停
東側ひろば（雨天中止）

連絡先 小林直美
☎080-3356-5617

http://enchante-

de-connect.wix.com/enchante

ボランティアの手作り野菜ボランティアの手作り野菜ボランティアの手作り野菜ボランティアの手作り野菜グループリビング「みたかの家グループリビング「みたかの家グループリビング「みたかの家グループリビング「みたかの家」」」」

BOOKSBOOKSBOOKSBOOKS

東京都産業労働局冊子 「活き活き働く」

当みたか・みんなの広場の運営
団体のひとつである、日本シニア
ジョブクラブは、退職者が自分たちで
仕事を作りだそうというテーマで
活動しています。「みたか便利屋ネット」
のチラシをご覧になった方も少なくない
のではないでしょうか。

東京都では、シニアの働き方について、
企業による雇用だけでなく、いろいろな働き方が
あり、それを「多様な働き方」として取り上げて、
事例紹介の冊子を作成しましたが、日本シニア
ジョブクラブは、その事例のひとつとして
取り上げられました。

冊子は、現在関係する各所でその
冊子が配布されています。
三鷹では、わくわくサポート三鷹で
配布していますので、
ご希望の方はどうぞ。

わくわくサポート三鷹
三鷹市下連雀4-17-23
☎０４２２－４５－８６４５

掲掲掲掲 示示示示 板板板板 あなたの居場所あなたの居場所あなたの居場所あなたの居場所 さとうさんさとうさんさとうさんさとうさんちちちち
６月１０日午前１０時～午後３時
三鷹に居場所をつくるプロジェクト
三鷹市上連雀2-7-5

☎０９０－５８１９－５２３４ 黒須

週に一度の援農＝農業の手伝いは、土に触れない都会の生活にとって新鮮
で驚きの連続です。湯気が立ち上る春の土の暖かさ、あれよあれよと伸びるツル。
たわわに実る野菜。
青空と緑、雨と成長。私が手伝う農園では、この季節、きゅうり・トマトの芽が伸び、
とりわけ茄子は数千本の苗が支柱に沿って茄子色（紫）の花を咲かせ始め、さっ
そく実をつけ始めました。

場所は三鷹のはずれ、中原の星野（直治）さん
ちの畑です。さすがに駅前ではありません。
それ故、周りに高い建物はなく空は広く、休憩
時に吹き抜ける風は、まさに涼風。援農と休憩
時の涼風とどちらが目的か、ひょっとして休憩
時に感じる涼風かもしれません。

ともあれこれから、茄子の成長を中心にさまざま
な野菜達が採れるごとに報告させていただきま
す。（緑菜子）

コミュニティ・カフェと市民育ち―あなたにもできる地域の縁側
づくり（2007年萌文社）

「考えすごずに「やるしかない」の心意気で
始まったコミュニティ・カフェ」（帯）

都宮市の市民グループ「とちぎ市民まちづくり研究所」が運営してし
ているコミュニティ・カフェ
<ソノヨコ>のスタートからの実践的な記録
です。
誰かが始めて順調に運営しているように
見えるコミュニティカフェですが、本当は
いろいろな苦労があったことがよくわかり
ます。

場所の確保や整備の話やメニューの
作り方等の取り組みが、具体的に紹介
されています。

現在取り組んでいる方にもこれから
取り組む方にも参考になる本だと思います。

募集 みたか・みんなの広場 カフェボランティアスタッフ

木・金・土の午後 月１、２回を担当。連絡先 ☎ ０８０－１３６２－５３５９ なりきよ


