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みんなの力を地域の力に! 社協会員募集中!!!
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問合せ
市民力支援課
（ボランティアセンター）
TEL 648-5776　FAX 648-6332

問合せ
市民力支援課（ボランティアセンター）TEL 648-5776　FAX 648-6332

問合せ 支えあい推進課（ボランティアセンター）　TEL 649-8477

民生委員が訪問調査を
実施します

『はちおうじ福祉歌踊まつり』
　参加者を募集します！

地域の身近な相談窓口「地域福祉推進拠点」
新たに西南部圏域・中央圏域に開設 !!

　4 月 1 日現在 70 歳以上で在宅ひ
とりぐらしの方のお宅を民生委員が
訪問し、生活実態を把握するための
調査を実施します。4 月初旬から 5
月中旬頃を中心に訪問しますので、
お宅に伺った際にはご協力をお願い
いたします。
◎日頃の見守り活動等に役立てるため、
　毎年実施しています。

第 5回はちおうじ福祉歌踊まつりの出場者を募集します！
今年もたくさんの方のお申込みをお待ちしております。
参加費や協賛金から経費を差し引いた金額を歳末たすけあい募金に繰り入れ、市内
の地域福祉推進に役立てています。

地域福祉推進拠点の３つの場
　近年の複雑化・多様化する生活課題の身近な相談窓口の場として、
また、地域住民の地域活動の支援の場、地域の力がつながる場とし
て、「地域福祉推進拠点（以下「拠点」という。）」を日常生活圏域ご
とに設置を目指しています。
　地域のお困りごとや生活上のお悩みごと、または地域で活動したい
方からのご相談を受付けています。

CSW(コミュニティソーシャルワーカー)
　拠点に配置される職員で、この職員を中心に地域住民、関係機関と
連携し、暮らしやすい地域づくりを行います。
《寄り添う・選ばない・見つける》を心得として、お困りごとを抱え
ている方を対象にご相談を受け付けます。
※各拠点のCSWの配置は、右の図をご覧ください。

市民センター内に開設
　この度、西南部圏域に「地域福祉推進拠点 浅川」が、中央圏域には
「地域福祉推進拠点 大和田」が、それぞれ3月31日より新たに開設し
ます。今回の設置場所は、地域コミュニティの中核的な施設である市
民センター内となります。

【開催日時】7月7日（土）
 開演　午前10時
 終演　午後8時予定
【場　　所】いちょうホール（小ホール）
【支払方法】申し込み後、ご自宅に郵送で
 振込用紙をお送りいたします。
【申 込 み】ホームページ、
　　　　　　又は下記連絡先
　　　　　　までお問い合わ
　　　　　　せください。
【申込期限】5月15日（火）

対象・資格：市内在住・在勤・在学・在教室の方
出　場　費：カラオケ：
 2コーラス5,000円
 フルコーラス（2ハーフ含む）7,000円
 デュエット7,000円
　　　　　　舞 ・ 踊：フル8,000円（5分以内）

プログラムに掲載する協賛広告主をあわせて募集します。
・広告スペース：6cm×6cm　　・広告掲載料：5,000円
・配布部数：300部

CSW（コミュニティ―ソーシャルワーカー）の配置状況

圏　域 場　所 電　話地域福祉推進拠点

北　部 石川

西　部 川口

西南部 浅川

中　央 大和田

石川事務所2階

川口事務所2階

浅川市民センター1階

大和田市民センター3階

☎649-3390

☎652-9116

☎629-9444

☎649-3228

東南部 設置調整中

東　部 設置調整中

※詳しくは、市民力支援課にお問合せください♪

西部圏域

馬場CSW

田中CSW

中島CSW

渡邊CSW

西南部圏域

東南部圏域

北部圏域

中央圏域

東部圏域

どんなささいなことでもお気軽にご相談ください！

東南部圏域、東部圏域のご相談については、支えあい推進課までご連絡ください。



総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421問合せ

平成30年度 ボランティア保険
加入手続き開始しました!

　ボランティア保険とは、国内におけるボランティア活動中の
事故により、自身に生じたケガと第三者の身体・財物に損害を
与えたことによる法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
保険期間は、平成30年4月1日（中途加入の場合は、加入日の翌
日）から平成31年3月31日までです。

受 付 窓 口

平成30年度

活動中のケガや事故に備えてご加入をお願いします。

ボランティアセンター 元横山町1-29-3

南大沢2-17-5(地域子ども家庭支援センター南大沢内)

石川町481　石川事務所2階

川口町908-1　川口事務所2階

高尾町1652-1　浅川市民センター1階

大和田町5-9-1　大和田市民センター3階

元本郷町3-24-1　八王子市役所8階

高尾町1735-1

TEL 648-5776

TEL 679-2445

TEL 649-3390

TEL 652-9116

TEL 629-9444

TEL 649-3228 

TEL 620-7338

TEL 667-5669

FAX 648-6332

FAX 682-5540

FAX 649-2850

FAX 652-9226

FAX 629-9445

FAX 649-3229

FAX 623-6421

FAX 667-5669

ボランティアセンター
南大沢分室

地域福祉推進拠点 石川

地域福祉推進拠点 川口

地域福祉推進拠点 大和田

地域福祉推進拠点 浅川

社協 事務局

浅川地区社協
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お近くの窓口へ！また、ご質問等がございましたらお気軽にお問合せください。

在宅ひとりぐらし高齢者実態調査

福祉まつり
傾聴ボランティア講座（基礎編）

成年後見制度講演会

はちおうじ福祉歌踊まつり
夏休み体験ボランティア（～8月）

児童養護施設児童プール招待
傾聴ボランティア講座（スキルアップ編）

精神保健福祉ボランティア講座（浅川）

歳末たすけあいバザー
道の駅八王子滝山バザー
いちょうまつりバザー

むかし若ものふれあい作品展
恩方老人憩の家文化祭

恩方老人憩の家来福バザー

社協受賞式
ひとりぐらし高齢者昼食交流会

長房ふれあい館文化祭
成年後見制度講演会

ふれあい運動会

精神保健福祉ボランティア講座（子安）
傾聴ボランティア講座（ケア編）

成年後見制度講演会

手作り作品展

ボランティア活動発表会

4月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
1月

2月
3月

5月
6月

会員会費増強運動

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい運動

～オール八王子での地域福祉の推進を目指して～
次期いきいきプラン八王子を策定します
　ひきこもりや心の病などの課題を抱えた50代の子どもと
80代の親の世帯の課題を指摘する「8050問題」をはじ
め、親の介護と子育ての「ダブルケア」、ゴミ屋敷にひき
こもる人など、地域では、これまでの対象者ごとの制度や
サービスだけは解決が難しい、狭間の課題が噴出してきて
います。また、全国的に地域でのつながりの希薄化が進ん
でいます。
　このような地域社会の変容、国民の福祉ニーズの増大と
多様化、人口減少社会の到来などを踏まえ、社協では、八
王子版の「地域共生社会」の実現に向け、「第3次地域福
祉推進計画」を広く市民や各種団体が参画し協働作業によ
り、30年度に策定します。

○募集人数：1名
○応募資格：18歳以上で、市内在住・在勤・在学の方
○任期・会議回数：1年間・6回程度　○選考方法：作文
○課題：「地域福祉を推進するうえで自らが実践できることにつ
　　　　いて」800字程度
○提出方法：郵便番号・住所・氏名・電話番号・生年月日を明
　　　　　　記し、郵送又は持参（4月16日必着）

策定委員会の市民委員を募集します

＜地域福祉推進計画と連携する行政計画＞

支えあい推進課（ボランティアセンター）　TEL 649-8477問合せ

社
協

行
政
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自分らしい「これから」を考えてみませんか？

専門家による成年後見・権利擁護相談

　成年後見制度の利用を勧められたけれど、
どんな制度なのかよくわからないという方、
改めて制度の概要や利用方法について学ん
でみませんか？ぜひご参加ください。

【日　時】5 月11日㈮　午前１０時～正午
【場　所】クリエイトホール１０階　第２学習室
【講　師】司法書士　村野 涼太氏
【申込み】先着３0名（電話・FAXにて要予約）

　成年後見制度と同様に、近年テレビや新
聞で話題になっている「家族信託」。家族
信託とはどんな仕組みなのか、後見制度と
何が違うのか、利用方法なども含めてわか
りやすく解説します。
【日　時】5 月2４日㈭　午前１０時～正午
【場　所】クリエイトホール１０階　第２学習室
【講　師】一般社団法人　家族信託普及協会
【申込み】先着３0名（電話・FAXにて要予約）

　自分や家族が亡くなった後に行われる「相
続」。その方法や相続を円滑に進めていくた
めの「遺言書」の作成方法など、わかりや
すく解説します。

【日　時】6 月8日㈮　午前１０時～正午
【場　所】クリエイトホール１０階 第２学習室
【講　師】八王子公証役場　公証人
【申込み】先着３0名（電話・FAXにて要予約）

平成30年 弁護士 司法書士
4月 10日㈫ 17日㈫
5月 8日㈫ 15日㈫
6月 12日㈫ 19日㈫

◎出張・鑑定無料。安心、丁寧。
　相続の鑑定書作成も承ります。
　どうぞ お気軽にお電話下さい。
◎断捨離・終活のご相談、お手伝い承ります。

成年後見・あんしんサポートセンター八王子からのお知らせ

成年後見・あんしんサポートセンター八王子　TEL 620-7365 ・ FAX 623-6421

〇講演会「成年後見制度を活用しよう」（1月19日開催）
　司法書士の小松靖史郎氏をお招きし、制度の概要や申立て方法などをわかりやすく解説していた
だきました。参加者からは「親や自分の今後を考えるきっかけになった」とのお声をいただきました。
〇学習会「福祉関係者のための成年後見制度」（1月30日開催）
　社会福祉士の岡田由季子氏をお招きし、福祉関係者を対象とした学習会を開催しました。講師が
実際に関わった事例紹介もあり、参加者からは「今後の業務に活かせる内容だった」とのお声をいた
だきました。
〇学習会「任意後見制度を活用してみよう」（2月8日開催）
　司法書士の鈴木奈加子氏をお招きし、任意後見制度について解説していただきました。講師への
質問も積極的に行われ、自分自身の将来を自分で決める方法の一つとして、参加された皆さんが熱
心に受講されていました。

問合せ

成年後見制度ってなんだろう 後見制度と家族信託 相続と遺言

平成29年度　講演会・学習会　開催報告

平成30年度　成年後見制度学習会 無料

市民後見人
養成講座

平成30年度
市民後見人養成講座を開催します！
　八王子市内で活躍してくださる市民後見人の養成講座
を開催します！
　平成30年10月中旬に説明会を開催し、11～ 12月にか
けて養成講座を開催する予定です。ご興味のある方はぜひ
説明会にお越しください。
　なお、説明会の開催日時や養成講
座の詳細につきましては、次号社協
だよりや市の広報等にて掲載します
のでご確認ください。

　毎月第２・第３火曜日　午後２時～４時に、成年後見制度
の利用や権利擁護について、弁護士や司法書士による相談を
行っています。どなたでもご相談いただけますので、お気軽
にご連絡ください。ご予約は下記連絡先まで。

　話す機会の少ない方や孤独・不安などの悩みを持つ方のお話を上手に聴くための心構え、技術を学ぶ
『傾聴ボランティア講座　基礎編』を開催します。

■対　　象　市内在住、在勤、在学の方
■開催時間　午後2時～4時（午後1時30分開場）
■費　　用　無料
■内　　容　よい聴き手になるために　～傾聴の意味・意義 傾聴とは～
■講　　師　NPO法人　ホールファミリーケア協会
■申 込 み　5月10日㈭　午前8時30分～お電話にて受付開始

市民力支援課（ボランティアセンター）　TEL 648‐5776

※基礎編受講者に対して、秋に開催する
　「傾聴ボランティア講座スキルアップ編」のご案内をします。

申込・問合せ

南大沢市民センター
先着60名

子安市民センター
先着80名

元八王子市民センター
先着70名

平成30年度 傾聴ボランティア講座（基礎編）

日　程 場所・募集人数集人数

6月  8日（金）

6月14日（木）

6月19日（火）

　なお、センター職員
による相談は随時受け
付けております。

無料
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● 脳血管障害の後遺症で、お体に麻痺や拘縮のある方。
● 変形性腰痛症・変形性膝関節症の方
● 脊柱管狭窄症の方
● 頚椎損傷、脊髄損傷の方
● 透析による骨関節症の方

● 関節リュウマチの方
● パーキンソン病の方
● 歩行が困難な方

①１日・１回20分→300円（1割負担の方）
　※2割の方＝600円・3割の方＝900円
②一患者、一施術者の精神　（主治医）→（手治医）
③お手持ちの健康保険が使えます。※医療保険です。（介護保険の限度枠は関係ありません。）
④ご説明・手続きは全て当社が代行します。
　※リハビリマッサージと気持ちの良い血行促進マッサージ、どちらでも、お選びいただけます。

下記のような症状の方に最適です。訪問リハビリマッサージ

0800－111－0220
ご利用者様専用フリーダイヤル（無料） ◆◆ホームページ◆◆株式会社

「厚生労働省管轄」
「全国鍼灸マッサージ協会会員」

アッサム
訪問リハビリマッサージ

お試しもできます！
お気軽にご相談下さい！ 検索アッサム　マッサージ

12 年の実績　安心・安全・確実

協力会員

大募集！

ある日の協力会員の活動をご紹介！（一例です）

地域の役に立ちたい、主婦の経験を生かしたい、定年して時間ができた、
という方、協力会員として活動してみませんか？

うぃずサービスって？？？
■高齢者や病気、産前産後などでお困りの方へ家事援助サービス（掃除、食事の支度、外出の付添いなど）を
　市民の有志である協力会員が有償で提供する、会員制による市民互助の仕組みです。
■利用される方を、利用会員とよびます。

協力会員って？？？
■あらかじめご協力いただける活動内容、都合の良い時間帯をご登録していただき、社協コーディネーター
　からの依頼に基づいて家事援助サービスを行います。(年会費500円が必要)
■協力会員には活動時間に応じて謝礼金（800円～1,000円/時間）が支払われます。

対象　20歳以上の方
日時　5月21日㈪ 午前10時～正午
場所　ボランティアセンター
＊年5回の登録説明会を行っています。
　日程などは、広報はちおうじや社協だよりで
　ご確認ください。

個別でも登録説明を行っておりますの
でご相談ください。

直接、人の役に立てることがしたくて登録しました。「あなたが来てくれて本
当に良かった。助かるわ。」と言われるたびに喜びを感じます。

す。

デ

年会費を値下げしま
した

ついつい話も

はずみますね♪

協力会員の
　　　登録説明会を開催！ 利用会員登録対象者

市内在住の高齢者、障がい者、ひとり親家庭、
産前産後、病気等で日常生活を送るうえで援助の必要な方
サービスの内容
　1. 基本サービス
　　　訪問や電話で福祉に関してのご相談をお受けします。
　2. 家事援助サービス
　　　掃除、洗濯、買い物、食事の支度、
　　　話し相手、外出の付添い、草とりなど

お困りの方はご相談ください♪

経験や資格がなくても安心して活動ができるようコーディネーターがバックアップしていきます。

AM10：00　　利用会員のお宅へ行きます。
 活動の内容を確認してスタート。

AM11：00　　おしゃべりを交えながら楽しくお掃除。

AM11：30　　活動報告書に記入し終了。
 お疲れ様でした。

●月会費/1,000円
●利用料金/
　800円～1,000円/時間

うぃずサービス（ボランティアセンター）　TEL 649-5010　FAX 648-6332問合せ



学 童 保育 レ ポ ー ト
　スポーツを通じて、チームワークの大切さや、楽しさにふれることを目
的に、毎年さまざまなスポーツ交流行事を開催しています。
　練習を重ねていくことの大切さや、もっとうまく、そして強くなるには、
どういうことが必要なのか、またルールを守ることや相手のことも思いや
るなど行動に表れるフェアプレイの精神を学びます。

「すもう大会で日頃の練習の成
果を発揮します。」

「すもう大会で日頃の練習の成
果を発揮します。」

「大人顔負けのプレーをすることもあり
ます！」

「大人顔負けのプレーをすることもあり
ます！」「ドッジボールはチームワークが大切！」

「ドッジボールはチームワークが大切！」

～ スポーツ交流行事 ～

　昨年10月より、毎月第3土曜日のお昼（午前11時～午後２
時）に地域福祉推進拠点石川にて、「石川子ども食堂」を開催し
ています。
　毎回平均約100名の方にお越しいただいており、子どもたちを
中心にみなさんで温かい食事を囲んでいます。

　石川子ども食堂は、ご寄付でいただいた野菜や果物で子どもたちの
ために料理を作っています。いつもありがとうございます。
　毎月継続的に子どもたちに料理を提供するために、ご寄付を募集し
ています。野菜や果物などの食材や、あたたかいご寄付など、みなさ
まのご協力をお待ちしています。

八王子（横川町、片倉町）小金井・国立
川崎市麻生区・相模原市中央区

TEL 042-540-8166

食事付き賃貸マンション

月額

NPO法人
オアシスらんどオ

きれいな食堂と大浴場で入浴管理人常駐の安心感家賃・管理費・食費・水光熱費込みで

TEL 042 540 8

額

NPO法人
オアシスらんど
N
オ

106,000円 から

４月６日㈮・１２日㈭ 正午～午後3時
200円（クッキー付）  事前申込み不要

日　時
参加費

いろどりゆたかなおかずたくさんのくだもの

趣味の講座

今回も、八王子にお住い
の方々、石川拠点の近隣
の方から、大根や柿、里
芋など、子どもたちの元
気のもととなる食材をた
くさんいだたきました！
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毎週火・木・金曜日正午から午後3時は地域の人が運
営するコミュニティカフェ「かたらいカフェ」開催中！
参加費200円で飲み物お替り
自由です。
気軽にお茶を飲みに来てくだ
さい♪

　社協では市内６か所に、入れ歯の回収ボックスを設置し、不要
な入れ歯の回収を行っています。入れ歯には希少金属が使用され
ており、リサイクルして換金することができます。金属を換金し
たあとは、（公財）日本ユニセフ協会への寄付と、市内の福祉事業
に貢献しています。

入れ歯で世界に、地域に貢献!?

ご寄付ありがとうございました。

総務担当
TEL 620-7338
FAX 623-6421

使わなくなった入れ歯は
ありませんか？
ありましたらぜひ、お近く
の回収BOXへ！

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所

①市役所1階ロビー
②大横保健福祉センター
③東浅川保健福祉センター
④南大沢保健福祉センター
⑤恩方老人憩の家
　（恩方事務所2階）
⑥長房ふれあい館

地域福祉推進拠点 石川　（石川町481 石川事務所2階） TEL 649-3390　FAX 649-2850問合せ

　運営している事業やサービスな
どを、幅広く市民の方に知っても
らいたい！そんなとき、社協だよ
りの広告を活用してみませんか？
　社協だよりは、年に４回（7
月・10月・1月・3月）発行され、
新聞折り込み等で市内に配布され
ています。
　詳細はお電話、又は社協ホーム
ページにてご確認ください♪

問合せ
総務担当
☎620-7338　　

社協だよりに
広告が掲載できます

問合せ

回収期間：平成29年2月16日
　　　　　  ～平成30年2月16日分
市内社会福祉事業還元額：98.8kg
 66,422円



（6） 第172号 2018年（平成30年）3月31日

～視覚・聴覚障がい者福祉のために～

市内の視覚障がい者福祉を振興・発展させるための事業
14万3,000円（上限額）
申込書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて
事務局（市役所8階）に提出

4月27日㈮　必着（※郵送可）

総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421問合せ 総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421問合せ

総務担当　TEL 620-7338　FAX 623-6421問合せ

中央競馬
馬主社会福祉財団
助成事業の募集

社会福祉法人、NPO法人に関しては、直接東京馬主協会
に申請してください。
・NPO法人については、本会の推薦状が必要となります。
・無認可施設については本会にお問合せください。

http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/

八王子・高尾・南大沢 遊技場組合助成事業助成団体決定
平成30年度の助成団体が、「ぶなの会」と「NPO法人かたつむり」に決定しました。

平成29年度に

新たな活動がスター
ト

しました！
写真の2団体は、食を

通して

地域の居場所づくり
をしています

　3月23日に市内の遊技場店舗で
組織される「八王子・高尾・南大
沢遊技場組合」からの寄付金を原
資とした助成金の伝達式を行い、
拠出団体を代表して南大沢遊技場

組合 黒田隆雅様より、助成先代表者へ伝達されました。
　右記の2団体には、平成30年度から3年間の助成が決定してい
ます。

　そんなときは、生活支援コーディネーターにご相談ください！生活支援コーディネーターは、市内を6圏域に分け、そ
れぞれに担当者が配置されており、住民のみなさんを中心とした地域での支えあい活動を一緒に考え、助け合いの仕組み
づくり、居場所づくりを進めていきます。
　主に、情報交換会の開催や活動の調整、地域づくりを応援する助成のご案内など、だれもが安心して暮らせる地域づく
りについてお手伝いをさせていただきます。ご相談は下記連絡先までお問合せください♪

でも！どこから始めれば良いのかわからない・・・
　　　　　　どのように運営していけばよいのかわからない・・・

　　　　場所やスタッフの確保ができるか不安・・・

　両団体は、ひきこもりや発達障がいの家族をもつ方々
の支援を中心に、活動されている団体です。

対　　象
助成金額
申込み

〆切

アイバンク福祉基金
助成事業

　市内で積極的な社会貢献活動を展開している「東京八
王子中央ライオンズクラブ」からの寄付金をもとに、
「アイバンク福祉基金」の収益金を活用し助成を行いま
す。詳細は社協ホームページをご覧いただくか、下記担
当までお問合せ下さい。

中央競馬馬主社会福祉財団が行っている助成事業です。
対象団体は、八王子市内の身体障害、知的障害、精神障
害又はこれらの複合施設です。

詳細は中央競馬馬主社会福祉財団のホームページをご覧ください。

平成30年度

カフェ・かたつむりNPO法人かたつむり 230,000円

助成対象事業団体名
「ぶなの会」
運営基盤作り

ひきこもり家族会
「ぶなの会」 270,000円

助成額

石川子ども食堂（石川町） しろくまごはん（元八王子二丁目）

支えあい推進課（ボランティアセンター）　　TEL 649-8477  FAX 649-8478問合せ

住み慣れた地域で
特技や趣味を活か
して活動したい！

近所のひとが気軽
に集まれる場所を
作ってみたい！



歳末たすけあい募金箱（大型店舗ほか）
市内にあるスーパーなどの大型店舗、レジャー施設、公共施設等に
ご協力をいただいています。

店　舗　名 金額（円）

合　　計 764,814 

676,386 
434 
4,511 
5,801 
3,579 
1,011 
390 
4,282 
3,228 
1,860 
225 
1,813 
817 
3,592 
3,473 
1,322 
4,462 
7,130 
3,508 
3,310 
976 
2,578 
1,436 

0 
2,453 
11,886 
3,046 
1,750 
467 
362 
8,726 

スーパーアルプス　お客様一同
イトーヨーカドー  南大沢店
京王ストア　北野店
京王ストア　めじろ台店
京王ストア　高尾店
ムラウチホビー　八王子店
ムラウチホビー　西八王子店
ダイエー グルメシティ　八王子大和田店
ダイエー グルメシティ　八幡町店
ダイエー 西八王子店
ダイエー グルメシティ　高尾店
エコス　元八王子店
エコス　川口店
オザム　スーパーオザム  大楽寺店
三和　フードワン  ゆりのき台店
三和  八王子みなみ野店
三和　堀之内店
ヤオコー　八王子並木町店
サカガミ グランルパ 南大沢店
三徳　南大沢店
カネマン　片倉店
いなげや　八王子中野店
道の駅八王子滝山
八王子エルシィ
GMG八王子ゴルフ場
ふろッぴィ
戸吹湯ったり館
長池公園自然館
市役所１階案内
市役所8階 社協窓口
チャリティーカラオケ大会

歳末たすけあい募金
種　　別

町会・自治会・管理組合（A）

一般個人・団体募金（C）

八王子市シニアクラブ連合会

大型店舗他募金箱（E）

歳末たすけいバザー純益金

はちおうじ福祉歌踊まつり

前期末支払資金残高

2,799,378

2,079,893

756,715

764,814

1,390,340

483,191

59,550

8,333,881合　計

金額（円）

赤い羽根共同募金
種　　別

町会・自治会・管理組合（B）

八王子市シニアクラブ連合会

八王子市民生委員児童委員協議会

一般個人・団体募金（D）

募金箱

街頭募金

5,157,185

72,000

226,000

556,403

16,485

24,228

5,951,691合　計

金額（円）
金額（円）

歳末たすけあい募金（A）
地区連合会

赤い羽根共同募金（B）

件数 金額（円） 件数

合　計

赤い羽根・歳末 町会自治会募金

中部地区

東部地区

元横地区

東南部地区

中央部地区

南部地区

西部第一地区

西部第二地区

西部第三地区

本町地区

中央地区

東北部地区

浅川地区

由木地区

横山南地区

横山北地区

元八地区

恩方地区

川口地区

加住地区

由井地区

北野地区

町自連加入団体計

町自連未加入団体計

4

4

6

6

0

6

1

5

5

2

10

8

13

11

15

9

18

13

11

7

9

13

176

64

240

30,000

41,000

60,000

63,000

0

90,000

5,000

97,333

50,000

13,000

96,645

94,765

243,150

56,000

272,691

59,900

271,323

101,500

291,110

56,300

122,300

230,486

2,345,503

453,875

2,799,378

32,000

47,500

70,000

257,500

100,610

256,200

5,000

189,900

155,122

13,000

267,900

258,000

336,300

62,000

392,012

45,500

434,156

131,800

646,790

107,500

225,850

429,147

4,463,787

693,398

5,157,185

4

3

6

6

1

11

1

5

6

2

13

8

15

11

19

6

22

13

13

9

14

13

201

75

276
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　毎年9月から10月にかけて、70歳以上
で在宅ひとりぐらしの方を対象に、27会場
で開催されています。
　おいしいごはんをお供に、楽器の演奏を
聴いたり、子どもたちの踊りに元気をも
らったり・・・同じ地域に住む同世代の仲間と
集う機会になっています。

■ 施設、団体の運営や修繕等
　 （保育所や障害者施設の研修費や備品の購入など）
■ 当事者団体の活動への助成
　 （障害者や難病をかかえる団体への助成）
■ 地域福祉活動団体への助成
　 （住民参加や交流活動を行う地域の団体などへの助成）
■ 社会福祉協議会の地域福祉活動費
　 （ひとりぐらし高齢者昼食交流会や福祉体験学習など）

ひとりぐらし高齢者
　　　昼食交流会の様子

歳末たすけあい募金・
　赤い羽根共同募金のつかいみち

第１７2号 2018年（平成30年）3月31日（

歳末たすけあい運動・赤い羽根共同募金活動

歳末たすけあい募金箱（大型店舗ほか）
市内にあるスーパーなどの大型店舗、レジャー施設、公共施設等に
ご協力をいただいています

赤い羽根共同募金
種 別 金額（円）

赤い羽根・歳末 町会自治

ご協力ありがとうございました

❖5万円以上❖
東京八王子西ロータリークラブ 

❖4万円以上❖
東京八王子ロータリークラブ
東京八王子南ロータリークラブ
社協学童保育所児童・保護者

❖3万円以上❖
東京八王子高尾ライオンズクラブ
東京八王子北ロータリークラブ

❖2万円以上❖
東京八王子いちょうライオンズクラブ
東京八王子中央ライオンズクラブ
光明第四保育園
東京八王子東ロータリークラブ
社会福祉法人 明徳会

❖100万円以上❖
白柳雅文

❖50万円以上❖
㈱スーパーアルプス代表取締役 松本英男

❖5万円以上❖
東京八王子ロータリークラブ 

❖4万円以上❖
㈱エイト 従業員一同

❖3万円以上❖
清川グランドゴルフ倶楽部
東京消防庁退職公務員会八王子支部
八王子駅北口商店会
興岳寺檀信徒婦人会
社協学童保育所職員一同
石川友和会

❖2万円以上❖
八王子市給食部会
大和会
めじろ台一心会
社会福祉法人清明会

❖1万円以上❖
東京八王子陵東ライオンズクラブ
光明第八保育園
社協職員一同

❖5千円以上❖
光明第三保育園
光明第七保育園
東京桑都ライオンズクラブ
くわの実会

❖5千円未満❖
社会福祉法人八王子いちょうの会
社会福祉法人多摩養育園
髙岡誠司
いちょう工房みらい保護者会

合計22件　556,403円

小谷田利郎
❖1万円以上❖

マサ子&すぎな会
東京八王子高尾ライオンズクラブ
古怒田ヒサ
城山保育園職員一同
セブンスデーアドベンチェスト 八王子キリスト教会
市川政雄
西放射線通り商店街振興組合
社協職員一同

❖5千円以上❖
田中恵美
池田一男

❖5千円未満❖
岡野宣子
陵南グループ
ななちくグループ
KTC

合計31件　2,079,893円

●赤い羽根共同募金　一般個人・団体（D） ●歳末たすけあい募金　一般個人・団体（C）

市民力支援課（ボランティアセンター）　　TEL 648-5776問合せ



総務担当　TEL 620-7338問合せ

★次号の発行予定日は、7月1日です。

「あなたもわたしも主役 ｜つながりあい、支えあうまち はちおうじ｜」 市民力支援課（ボランティアセンター） TEL 648-5776社協会員募集中

・いただいたご寄付は、地域の方々や、市内の高齢者施設等で活用させていただいて
　おります。
・品物によっては活用が難しい場合もございますので、ご質問がございましたら、
　お気軽にお問合せください。
・オムツやパットは未開封、未使用のものを受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。

物品のご寄付をくださるみなさまへ ありがとう
ございました

第１８回
春の八王子古本まつり

情報コーナー

日　時
場　所
内　容

問合せ 市民力支援課（ボランティアセンター）
TEL 648-5776　FAX 648-6332

問合せ

古書店22店舗、福祉作業所などの作品販売、地
元ブースの物産販売、手作りテント村、えほん交
換会、読みきかせ会などを実施（荒天中止）

　多摩パブリック法律事務所は「市民の法的かけ込み寺」とし
て、東京弁護士会による支援のもと設立された都市型公設事務
所です。
　この度、創立10周年を記念して、弁護士による無料法律相談
会を行います。お金のトラブル、不動産関係、相続、離婚、成年後
見、事業者向け法務、労働問題、刑事事件、債務整理など幅広い
種類の案件を取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

予約について　※定員になり次第締切
　受付開始　5月28日より
　受付時間　午前9時30分～午後7時（土日祝除く）

5月2日㈬～ 5月6日㈰
午前10時 ～ 午後7時
八王子駅北口西放射線ユーロード

期　間
時　間
場　所

6月15日㈮　午後  5時～午後9時
6月16日㈯　午前10時～午後4時
多摩パブリック法律事務所（立川市）
84名

日　時

場　所
定　員

社協だより第171号（平成30年1月4日発行）にて、
誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。
皆さまに深くお詫び申しあげます。

お 詫 び

掲載面

6面 だけじゃない！
福祉のしごと

寄付者ご芳名

水野隆生氏

特別養護
老人ホーム
偕楽園

㈱住宅公営

水野敬生氏

特別養護
老人ホーム
偕楽園ホーム

㈱住宅工営8面

記事名 誤り 訂正後

平成30年度 社協非常勤嘱託職員募集

4月9日（月）～4月20日（金）

（1）普通自動車運転免許取得者（ＡＴ限定も可）で、運転ができる方
（2）パソコンでワードやエクセル等が使用できる方
    （インターネット及びコンピューターの基礎知識を有している方）
（3）仕事に熱意があり、協調性に富んでいる方
※勤務開始日については応相談

　福祉に関する相談業務を行う福祉職を募集しています！
社協で、八王子の地域福祉に関するお仕事をしてみませんか？
　詳細はホームページや窓口で4月9日㈪から配布する募集要項をご覧
いただくか、お電話でお気軽にお問合せください。

ホームページアドレス

主な条件

応募期間

問合せ 総務担当　TEL 620-7338
http://www.8-shakyo.or.jp/

みなさまのご応募を
お待ちしています！

み 会な 実施

（8） 第172号 2018年（平成30年）3月31日

あそびに
きてね！

5月20日㈰　午前10時～午後3時
富士森公園桜並木通り
八王子市内の福祉施設や団体が参加
し、手作り作品・食品な
どの販売、バザー、ス
テージ上での活動発表
やアトラクション等を行
います。

第34回
福祉まつり

「不安を安心に」
多摩パブリック法律事務所　無料法律相談会

八王子古本まつり実行委員会
TEL 627-1179 問合せ 多摩パブリック法律事務所 TEL 042-548-2450

18歳以上の方（高校生不可、定年あり）
児童健全育成を目的とした学童保育
（障がい児、高学年保育あり）
市内41施設のうちいずれか
週2日以上勤務できる方
（土曜勤務相談）
時給1,078円教員・保育士・
学童保育支援員資格者
（無資格者は998円）
電話連絡の上面接日時を予約

学童保育課
TEL 620-7284
FAX 625-3580

問合せ

）【対　象】
【内　容】

【場　所】
【勤　務】

【給　与】

【申込み】

学童保育所の 臨時指導員募集 （登録制）ボランティアの皆さんが得意の技能・技術を披露

第6回 拓け!センター元気
　八王子センター元気に登録の高齢者技能ボランティアの皆さん
が、得意の歌や踊り、楽器演奏、マジック等を舞台上で繰り広げ、折り
紙、ちぎり絵、手芸、絵てがみ等の作品をロビーで展示披露します。
　特に、高齢者施設、サロン、町会・自治会、各シニアクラブ、学童保
育所、小・中学校関連の皆様に必見のイベントとなっております。一
般の方も入場いただけますのでぜひお越しください。

【日　時】　5月17日㈭　 正午～午後5時
【場　所】　いちょうホール（小ホール）

八王子センター元気（八王子市高齢者活動コーディネートセンター）
拓け！センター元気 実行委員会　☎627-9179問合せ

入場
無料

ご寄付のご報告（H29年 12月 22日～ H30年 3月 22日・敬称略）

●一般寄付

❖1,000万円以上❖
匿名1件

❖100万円以上❖
㈱村内外車センター　　　　　　　　　　　
代表取締役会長 村内道昌
㈱エイト 代表取締役会長 白柳雅文
 代表取締役社長 門倉　裕
門倉　裕

❖50万円以上❖
匿名2件

❖30万円以上❖
梅田友章
高尾幼稚園

❖10万円以上❖
多摩養育園福祉まつり　大会長　足利正哲
平澤優美
櫛田リキ
八王子市商店会連合会
匿名1件

❖５万円以上❖
豊島弘己
みころも幼稚園 サンタの箱募金
安藤物産㈱ 社員一同
㈱ムサシ
ニューロティカ 井上　篤

北野地区住民協議会
大戸一子

❖１万円以上❖
創研 うさぎの会
山川京子
由木東住民協議会 図書部 古本市
八親会　
㈱ベルク　ぐりーんうぉーく店　お客様一同
匿名4件

❖１万円未満❖
グリーンチャペル
八王子高等学校生徒会
長房どんど焼の会
玲歌歌謡教室 幡玲歌
匿名5件

合計　38件　23,357,434円

●ボランティア支援金

❖１万円以上❖
市役所1階案内 募金箱
長房ふれあい館 窓口募金箱

❖１万円未満❖
由井事務所　窓口募金箱
南大沢事務所　窓口募金箱
館事務所　窓口募金箱
元八王子事務所　窓口募金箱
横山事務所　窓口募金箱
加住事務所　窓口募金箱
浅川事務所　窓口募金箱
恩方事務所　窓口募金箱
由木事務所　窓口募金箱
由木東事務所　窓口募金箱
北野事務所　窓口募金箱
川口事務所　窓口募金箱
石川事務所　窓口募金箱
八王子駅南口総合事務所　窓口募金箱
市役所内社協　窓口募金箱
ボランティアセンター　窓口募金箱
地域福祉推進拠点石川 窓口募金箱
地域福祉推進拠点川口 窓口募金箱

合計　20件　59,350円

●物品寄付

熊野汎：シュレッダー1台、将棋セット1式
常盤方子：衣類等20点
カーロガーデン大塚：中古車椅子2台
加藤みつ江：中古車椅子1台、介護用品1点
栗田金良：寝具5点
長島輝枝：衣類等6点・プリンター等1式
野島博子：介護用品多数
糸仙二郎：衣類多数
戸嶋トキヱ：手作り作品多数・毛糸
石坂宣三：中古車椅子2台
浅原キミヨ：衣類他多数
佐藤哲視：介護用品20点
有料老人ホーム幸楽壱番館：中古車椅子6台
髙田真美：はぎれ多数
大澤ミチヨ：寝具2組

　以下、匿名の皆さまから頂きました 

介護用品5点
介護用品3点
介護用品8点
介護用品3点
介護用品2点
介護用品6点
介護用品20点
介護用品5点
除湿機1台
マガジンラック1台
車椅子1台・お風呂用車椅子1台・シャワーチェア1台
シャワーチェア1台
毛糸
布地多数
野菜多数
あみもの作品多数
寝具多数
寝具2点・食器類多数
暖房器具等
暖房器具2点
寝具・コンロ

合計　36件

株式会社 村内外車センター様

株式会社 エイト様
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