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　三鷹いきいきプラス（以下、いきいきプラス）
は、三鷹市の健康福祉部高齢者支援課が元気高
齢者の支援をすることを目的に、いまから 19
年前にはじまった事業です。そのもとは、東京
都に元気高齢者の支援というテーマがあって、
三鷹市も取り組もうということになりました。

　ちょうど 20 年前に NPO のシニア SOHO 普
及サロン・三鷹（以下、シニア SOHO）が立ち
上がって、パソコンを中心に勉強会をやった
り、市民に教えたりということをやっていまし
たが、その成果を三鷹市も認めてくれて、相談
を受けたことからスタートしました。

　いきいきプラスとしては、高齢者が元気にな
るためには、人を助けたり、人の役に立つこと
が生きがいだろうということで、そのための
マッチングをするような仕組みを創ったらどう
か、ただ、ハローワークとかシルバー人材セン
ターとは違った簡単な仕組みを作ろう、それを
インターネットを利用してやろうと考え、イ
ンターネットを含むシステムの部分はシニア
SOHO で考え、運営のほうは市として考えると
いうふうにして、共同研究をしました。シニア
SOHO にとっては、始めて行政との協働事業が
できたし、それ以降現在に至っています。入会
金や会費は無料で、現在は 3,026 人の登録が
あります。

　マッチングで会員を増やそうと言っても、実
績がないとなかなか難しいですよね。シニア
SOHO のメンバーが、「広め隊」という体制を
組んで、いろいろなところを回って、個人会員
や法人会員登録をお願いしました。

その結果３年で 500 人くらいになったでしょう
か。

　マッチングの運用としては、機械的に単純に結
ぶのではなく、依頼者と会員の間に事務局が入っ
て、トラブルが起きないようにチェックしてマッ
チングができるようにしています。

　依頼者も応募するする人も会員になっていただ
くことが前提です。また、インターネットの掲載
だけでは誰も来てくれないので、その情報をメー
ル会員 900 名の方にお知らせしています。それ
によって、応募もしやすくなるということです。
会員 3,000 人のうち、メール会員 900 人はそう
多くないと思いますが、当時は、高齢者がインター
ネットを使う方もあまり多くなかったとはいえ、
これだけの多数の高齢者への情報伝達ができる仕
組みは全国的にもユニークな存在でした。
　
　高齢者の社会参加のための支援策を模索してい
た全国各地からいきいきプラスの仕組みが注目さ
れ視察を受けました。また、無料でパソコ ン教
室を毎月一回開いてインターネットを利用する高
齢者の拡大を支援していますが、現在はタブレッ
トやスマホの教室を充実させています。
　

     いきいきプラスの活動と歩み
　　　　　 黒澤　繁夫さん

（三鷹いきいきプラス）

２０20年１月
第６8号

みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀 4-5-19

http://minnannohiroba.web.fc2.com/
　　  事務局　080-1362-5359

三鷹市民の集いの場

11 月 25 日　みたか・みんなの広場
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　当時は、パソコンを持っていない方も多かっ
た し、持っていても子どもが使っているだけ
で自分は使えないので、使ってみたい、という
方もたくさん入ってきました。その結果として、
いまでもパソコンを使える人は三分の一くらい
というのが 実態です。なお、メール登録をし
ていない皆さんには、年に３回 DM を送って
います。

　募集情報の登録件数は、年間約 100 余件あ
ります。当初は、パソコンを教えるとかセッティ
ングをやるとかいうことが多かったのですが現
在は少なくなっています。
その中で、某女子大の学生から高齢者をテーマ
とした卒業論文のアンケートを受けたり、高齢
者向け機器の開発のためにと、ヒアリングや実
験の被験者の依頼なんかが、ときどきあります。

　最初は、そういった仕事に関するものが多
かったのですが、だんだん、仲間づくり、ロコ
モとかグループレッスンとかの参加の呼びかけ
も増えていますね。
　
　いきいきプラスの活動内容ですが、マッチン
グシステムをひとつの柱として、会員の増強と
か案件を発掘するために講演会を年間２回やっ
ています。それから、ＩＣＴセミナー、脳若ト
レーニング、バス研修も３年前から始めました。
バス研修は年 2 回 に増やしました。ご希望の
方が多いのです。富岡製糸場とか昇仙峡、今年
は甲州の歴史探訪とぶどう狩りということで、
甲府市に行ってきました。台風 19 号の直後で、
中央道が止まっていて迂回をして ( 笑 )、

行き４時間、帰り４時間半かかりましたが、みな
さん楽しく帰ってきました。80 歳以上が６－７
人、最高齢 85 歳でした。

　サークル活動もあります。碁とか手芸の同好会
とか I-Pad やパソコンを勉強しようとかいう、趣
味のサークルですね。年一回、会員の交流会もやっ
ています。数十人集まります。

　ここにお集りの方で会員でない方がいらっ
しゃったら、入会をお願いします。なんの義務も
ないし、年会費も無料です ( 笑 )。自分の興味の
あるイベントに参加していただければ結構です。

　こういうことをやりながら、お互いに元気に生
活していければいいなと思っています。
ありがとうございました。

名称 三鷹市高齢者社会活動マッチング推進事業
　三鷹いきいきプラス
住所 〒 181-0013　 東 京 都 三 鷹 市 下 連 雀
3-38-4　三鷹産業プラザ 310 号
TEL 0422-70-5753・FAX　0422-70-5754
E-mail place@mitaka.ne.jp
開局時間 月・水・金（休祭日、年末年始を
　　　　　　除く）10 時～ 16 時
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みたかの高齢者・お役立ちハンドブック（改訂版）
の発行について

　みたか・みんなの広場では、昨年来「みた
かの高齢者・お役立ちハンドブック（改訂版）」
の発行の準備をしてきました。高齢者問題に
かかわる各専門職の方々や編集や出版関係の
方からもアドバイスをいただきながら、準備
を進めてきた結果、１月下旬には、みなさま
にお届けできることになりました。

　昨年、アンケートにお答えいただいた皆様
や発行にご協力いただいたみなさまにはお届
けするす準備をしていますし、各地域包括支
援センター様でも配布をお願いしています。

　連絡先　みたか・みんなの広場
　　　　　事務局　080-1362-5359

見守りキーホルダーについて

　見守りキーホルダーは、これまで、駅周辺地
域包括支援センターでモデル事業として実施さ
れてきましたが、この 12 月、市議会にキーホ
ルダー事業費用が補正予算として提出され、来
年の３月には、全市の事業として導入されるこ
とになりました。
　キーホルダーには、包括支援センターの電話
番号と登録番号が記載され、外出先などでの緊
急時に、病院やご家族に連絡をとることが可能
になります。65 歳以上の方はぜひ申請される
といいと思います。

（イメージ）

介護保険制度計画について

　介護保険は 2021 年から第 8 期となります
が、現在、厚生労働省の審議会で内容の検討が
行なわれています。そのなかで「持続可能性」
ということが言われていて、負担増とサービス
低下が大きなテーマです。その内容として、「要
介護１、２生活支援サービスの総合事業移行」
という重要な問題があります。
　これは、要介護１，２の方のヘルパーサービ
スを介護保険から市へ移行するということで
す。市への移行は、要支援ですでに実施されま
したが、その利用のしにくさには、私たちも困っ
ていますが、要介護１，２もそうなるというこ
とです。
　現在、ざまざまな団体がこの件に反対して、
厚生労働省や財務省に要望書を提出していま
す。



ボランティア募集

みたか・みんなの広場は、高齢者の自立を求
めて活動している団体です。ごいっしょに活動
していただける方大歓迎です。

①お弁当配達
火曜日から土曜日まで。ご都合の良い日にお

願いします。

②お弁当づくり
③チラシの編集や印刷
③その他運営に関すること

連絡先 なりきよ 080-1362-5359

みたか・みんなの広場は、市民
のみなさんの集いの場です。

みたか・みんなの広場
三鷹市下連雀4-5-19 みたかの家内
連絡先 080-1362-5359 なりきよ

テーマ 参加費用・場所 主催・問い合わせ

1月8日 (水)

1月9日 (木)

1月11日 (土)

1月18日 (土)

2月2日 (日)

三鷹ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ友の会 なりきよ
☎080-1362-5359

マッサージ教室 （外反母趾対策）
主催者までお問い合わせくだ

さい。
篠山(しのやま）

080ｰ4895-0014

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

お休み

開催日時

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身体～
30分  2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

般若心経カフェ：「仏教百話」（増谷 文雄）を読みます。
（毎月第２土曜日500円）13:30～15:00

14:00～15:30

10:00～17:00

中　　村
080-650７-1959

鉄ちゃん、集合！　私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

みたかオレンジカフェ１（昼どき）（毎月第1水曜日）
認知症、高齢者介護なんでも相談・茶菓代100円

みたか・認知症家族支援の会
石村  ☎080-6627-3551

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

三鷹の高齢者お役立ちハンドブック出版記念講演会
「市民が創る地域包括ケアシステム」於三鷹市民協働センター

香川　卓見さん（大沢地域包括支援センター長）

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

包丁研ぎ教室（定年後男性歓迎）
自宅の包丁と砥石があればお持ちください。参加費300円。

ノルディックウォーキング
参加無料/レンタルポール有料

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

パソコン個人指導：やりたいことを、実力に合わせて
日程等ご相談

タロット教室、初級  3,000円/90分
（毎月第３土曜日、前日までに予約）

ミスティ・ローザ
 ☎080-1362-5359（なりきよ）

ご相談

毎週土曜日
10:00～12:00

毎週火曜日

ご相談

13:30～15:00

14:00～16:00


